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（総則）
第１条

発注者及び 受注者 は，この契約書に基 づき， 仕様書，図面又は見 本（見 本その他品質を指示 し

ないときは同等以上 のもの ）に従い，日本国の 法令を 遵守し，この契約を 履行し なければならない。
２

受注者は契約書 記載の 納入物品（以下「物 品」と いう。）を契約書記 載の納 入期間（以下「期間 」
という。）までに発 注者の 指定する場所に納入 しなけ ればならない。
（検査等）

第２条

受注者は， 前条第 ２項の期間中発注者 の発注 あるごとに，その都 度指定 する期日までに物品 を

納入し，その旨を書 面をも って発注者に通知し なけれ ばならない。
２

発注者は，前項 の通知 を受けたときは，そ の日か ら１０日以内に検査 を行う ものとする。

３

物品は，発注者 の定め る検査に合格したも のでな ければならない。検 査に要 する費用及び検査の た
め，変質変形又は消 耗きそ んしたものは，すべ て受注 者の負担とする。

４

検査の結果不良 品があ る時は，受注者は， 当該物 品を遅滞なく引取り ，発注 者の指定する期日ま で
に良品を納入するも のとす る。

５

受注者又はその 代理人 は，発注者の指定す る日時 及び場所において 検 査に立 ち会うものとする。 こ
の場合において，受 注者又 はその代理人が立ち 会いを しないときは，検査 の結果 につき異議を申し立
てることができない 。
（違約金等）

第３条

発注者は， 受注者 が期限内に物品の納 入を終 了しないときは，契 約金額 にこの契約により納 入

する物品の必要数量 に対す る納入の遅延が生じ た物品 の数量を乗じて得た 額につ いて当該遅延が生じ
ている期間に含まれ る各日 における遅延利息率 （政府 契約の支払遅延に対 する遅 延利息の率を定める
件（昭和２４年１２ 月大蔵 省告示第９９１号） に規定 する政府契約の支払 遅延に 対する遅延利 息の率
をいう。以下同じ。 ）で計 算した額を，違約金 として 請求することができ る。
２

前２項の延滞日 数の計 算は，検査に要した 日数を 算入しない。

３

受注者は，発注 者の責 に帰する理由により ，第１ ２条の契約代金の支 払が遅 れた場合には，支払 の
遅延が生じた契約代 金につ いて当該遅延が生じ ている 期間に含まれる各日 におけ る遅延利息率で計算
した額の遅延利息の 支払を 請求することができ る。
（契約の履行）

第４条

受注者が行 う契約 の履行は，第２条の 検査に 合格した後，当該物 品を納 入場所に納入したと き

をもって完了するも のとす る。
（危険負担）
第５条

契約履行前 の物品 の滅失，損傷その他 の損害 については，受注者 の負担 とする。

（権利義務の譲渡 禁止）
第６条

受注者は， この契 約から生ずる権利義 務を第 三者に譲渡し，又は 担保に 供することができな い

ものとする。ただし ，発注 者の承認を得た場合 は，こ の限りではない。
（契約内容の変更 等）
第７条

発注者は， 必要が あるときは，受注者 と協議 の上，契約内容の変 更又は 納入の中止をするこ と

ができる。
２

前項の場合にお いて， 単価又は納入期間を 変更す る必要があるときは ，発注 者と受注者とが協議 し
て定めるものとする 。

３

この契約締結後 ，市場 価格に著しい変動が あった 場合は，その実情に 応じて 発注者受注者協議の う
え単価を変更するこ とがで きるものとする。
（契約の解除）

第８条

発注者は， 必要が あると認めるときは ，受注 者と協議の上，この 契約の 全部又は一部の解除 を

することができるも のとす る。
２

受注者は，前条 の中止 期間が引き続き２か 月以上 に及ぶときは，発注 者と協 議の上，この契約の 全
部又は一部の解除を するこ とができるものとす る。

３

前２項の場合に おいて ，発注者は，受注者 の請求 により既納品の代金 を支払 うものとする。
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（発注者の解除権 ）
第９条

発注者は， 受注者 が次の各号の一に該 当する 場合においては，契 約を解 除することができる も

のとする。
(1) 期間内に契約を 履行し ないとき又は履行の 見込が ないと認めたとき。
(2) 正当の理由がな く職員 の指示に従わないと き又は 職務の執行を妨害し たとき 。
(3) 契約の履行に当 たり， これを粗雑にし，又 は品質 及び数量に関して不 正の行 為があったとき。
(4) 前各号のほか， 受注者 またはその代理人が この契 約事項に違反したと き。
(5) 受注者（受注者 が共同 企業体であるときは ，その 構成員のいず れかの 者。以 下この号において同
じ。）が次のいずれ かに該 当するとき。
ア

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 はその役員又はそ
の支店若しくは常 時物品（ 単価）契約を締結 する事務 所の代表者をいう 。以下こ の号において同
じ。）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。以下「暴力
団対策法」という 。）第２ 条第６号に規定す る暴力団 員（以下この号に おいて「 暴力団員」とい
う。）であると認め られる とき。

イ

暴力団（暴力団 対策法 第２条第２号に規定 する暴 力団をいう。以下こ の号に おいて同じ。）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。

ウ

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 員を利用するなどし たと認 められるとき。

エ

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 るなど直接的ある
いは積極的に暴力団 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。

オ

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。

カ

再委託契約その 他の契 約にあたり，その相 手方が アからオまでのいず 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 。

キ

受注者が，アか らオま でのいずれかに該当 する者 を再委託契約その他 の契約 の相手方としてい
た場合（カに該当 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
者がこれに従わなか ったと き。

２

発注者は，契約 を解除 した場合は，履行部 分に対 して引渡しを受け， 相当と 認める金額を支払う こ
とがある。その他の ものは ，受注者が遅滞なく 引き取 るものとする。

３

前２項は，第３ 条によ る違約金の徴収を妨 げない ものとする。
（談合等不正行為 に係る 発注者の解除権）

第１０条

発注者は ，受注 者がこの契約に関し て，次 の各号のいずれかに 該当し たときは，契約を解 除

することができる。
(1) 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 。以下「独禁法」と
いう。）第４９条の 排除措 置命令又は独禁法第 ６２条 第１項の納付命令で あって この契約に関して
受注者に違反行為が あった としてなされたもの が確定 したとき。
(2) この契約に関し て受注 者に対して独禁法第 ７条の ２第１ ８項及び第２ １項 の 規定による通知 がな
されたとき。
(3) 受注者，受注者 の役員 又は受注者の使用人 につい てこの契約に関して 刑法（ 明治４０年法律第４
５号）第９６条の６ 若しく は第１９８条又は独 禁法第 ８９条第１項，第９ ０条（ 第３号を除く。）
若しくは第９５条（ 独禁法 第８９条第１項又は 第９０ 条（第３号を除く。 ）の違 反行為をした場合
に限る。）の規定に よる刑 が確定したとき（執 行猶予 の場合を含む。）。
２

前条第２項の規 定は， 前項による解除の場 合に適 用する。

３

前２項は，第３ 条によ る違約 金の徴収を妨 げない ものとする。
（談合等不正行為 に係る 損害賠償額の予定）

第１１条

受注者は ，この 契約に関して前条第 １項各 号に掲げるときは， 発注者 が契約を解除するか 否

かにかかわらず，賠 償金と して契約金額の１０ 分の２ に相当する額に契約 金額の 支払の日から当該賠
償金の支払の日まで の間に 含まれる各日におけ る遅延 利息率で計算した額 の利息 を付して，発注者が
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指定する期日までに 支払わ なければならない。 ただし ，前条第１項各号に 掲げる ときであって独禁法
違反の行為が，独禁 法第２ 条第９項に基づく不 公正な 取引方法（昭和５７ 年６月 １ ８日公正取引委員
会告示第１５号）第 ６項で 規定する不当廉売で あると きその他発注者が特 に認め るときは，この限り
でない。
２

前項の規定は， この契 約による履行が完了 した後 においても適用する ものと する。

３

第１項に規定す る場合 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 者に同 項に規定する賠償金 及び利 息の支払を請求する
ことができる。この 場合に おいて，受注者の代 表者で あった者及び構成員 であっ た者は，連帯して支
払わなければならな い。

４

第１項の規定に かかわ らず，発注者に生じ た損害 の額が同項に規定す る賠償 金の額を超える場合 は，
発注者は，その超過 分につ き賠償を請求するこ とがで きる。
（代金の支払）

第１２条

受注者は ，毎月 末日に当月中に納入 した分 について取りまとめ たうえ ，発注者の検査を受 け

検査の完了後，その 代金の 支払を発注者に請求 するも のとし，発注者は受 注者か ら請求のあった日か
ら３０日以内に代金 を支払 うものとする。ただ し，特 別の理由のある場合 は，こ の限りでない。
（瑕疵担保）
第１３条

受注者は ，納入 物品の引渡し後１年 間（た だし，製造メーカー 等にお いて ，品質保証又は ，

瑕疵担保期間を１年 間以上 定めている場合，そ の期間 を優先する。）は， 発注者 の正常な管理のもと
に生じた故障又は発 見され た隠れた瑕疵につい て，補 修又は取替え納入（ 以下「 修理等」という。）
をしなければならな い。
２

受注者が瑕疵の 修理等 に応じないときその 他この 契約から生ずる義務 を履行 しないときは，発注 者
は受注者の負担でこ れを執 行することができる ものと する。この場合にお いて， このための受注者に
損害が生ずることが あって も，発注者は賠償の 責任を 負わない。
（不当要求等）

第１３条の２

受注 者は， 業務の実 施に当たり ，次の 各号に掲げる事項を 遵守し なければならない。

(1) 暴 力 団 等（ 暴 力 団 対 策 法 第 ２条 第 ２ 号に 規 定する 暴 力 団又 は 同 条第 ６ 号に規 定 す る暴 力 団 員 を
いう。以下同じ。） から業 務妨害又は不当要求 を受け た場合は，毅然とし て拒否 し，その旨を速や
かに発注者に報告す るとと もに，所管の警察署 に届け 出ること。
(2) 業務を行うため に受注 者が使用している下 請負人 （以下この号におい て「下 請負人」という。）
が暴力団等から業務 妨害又 は不当要求を受けた 場合は 毅然として拒否し， 速やか に受注者にその旨
の報告をするよう下 請負人 を指導し，かつ，下 請負人 から当該報告を受け た場合 はその旨を速やか
に発注者に報告する ととも に，所管の警察署に 届け出 ること。
（紛争の解決）
第１４条

本契約に ついて ，紛争を生じたとき は，発 注者と受注者とが協 議の上 ，第三者を選定し， あ

っせんによりその解 決を図 るものとする。
（契約外の事項）
第１５条

この契約 に定め のない事項について は，柏 市財務規則（昭和５ ９年柏 市規則第４号）を遵 守

するほか，必要に応 じて発 注者と受注者とが協 議して 定める。
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