
 

業 務 委 託 契 約 書（案） 

委託業務の名称 平成 30年山菜きのこ調査及び商品開発業務 

履 行 期 間 契約の日から平成 31年 2月 28日まで 

業 務 委 託 料 

 ￥ ＊,＊＊＊,＊＊＊－ 

 
 
 
内 委   託   代   金 ￥ *,***,***- 
訳 取引に係る消費税及び地方消費税 ￥ ***,***- 

 
 

 

 

契 約 保 証 金  ￥ 0－ 前  払  金 
 
 ￥ 0－ 
 

 
 上記の委託業務について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。 
 本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自１通を保有する。 
 

平成  年  月  日 
 
 
 
 
 発注者 所 在  西川町大字海味 510番地 
  氏 名  西川町長 小川 一博   印 
 
 
 受注者 所 在    
  会社名 
              代表者役職・氏名         印 
 



○西川町業務委託契約約款 

(平成27年3月31日告示第12号) 

改正 平成27年12月1日告

示第37号 

平成28年3月23日告示

第10号 

平成29年3月28日告

示第13号 
 

(総則) 

第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委

託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行

期限(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務

(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。 

2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、

発注者と受注者とが協議して定める。 

(権利義務の譲渡等) 

第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を

第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発

注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。 

2 発注者は、この契約の成果(以下「目的物」という。)を自

由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を

変更することができる。 

(再委託等の禁止) 

第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負

わせてならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た

場合にはこの限りでない。 

(委託業務の調査等) 

第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委

託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めること

ができる。 

(業務内容の変更等) 

第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を

変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この

場合において、業務委託料又は履行期限を変更することが

できる。 

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注

者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は発注

者と受注者とが協議して定める。 

(期限の延長) 

第6条 受注者は、その責めに帰することができない事由に

より、履行期限までに委託業務を完了することができない

ことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、

その事由を附して履行期限の延長を求めることができる。

ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定

める。 

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責

めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

(損害のために必要を生じた経費の負担) 

第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼし

た損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が

負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに

帰する事由による場合においては、その損害のために必要

を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発

注者と受注者とが協議して定める。 

(履行遅滞の場合における延滞金) 

第8条 受注者の責めに帰する事由により、履行期限までに

委託業務を完了することができない場合において、履行期

限後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延

滞金を付して履行期限を延長することができる。 

2 前項の延滞金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ年

2.7パーセントを乗じて計算した金額とする。 

3 発注者の責めに帰する事由により第10条の規定による業

務委託料の支払いが遅れた場合には、受注者は、発注者に

対して遅延日数に応じ年2.7パーセントを乗じて計算した

遅延利息の支払いを請求することができる。 

(検査及び引渡) 

第9条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、

発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 

2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その

日から10日以内に目的物について検査を行わなければな

らない。 

3 前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命

ぜられたときは、受注者は、遅滞なく、当該補正を行い、

発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければな

らない。前項の規定は、この場合準用する。 

4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当

該目的物を発注者に引渡すものとする。 

(委託料の支払) 



第10条 受注者は、前条第4項の規定により引渡しをしたと

きは、所定の手続きに従って業務委託料の支払を請求する

ものとする。 

2 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から、30

日以内に支払わなければならない。 

(発注者の解除権) 

第11条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、

この契約を解除することができる。 

(1) 受注者の責めに帰すべき事由により期限内又は期限

後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明ら

かに認められるとき。 

(2) 受注者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

しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結

する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。)が西川町暴力団排除条例(平成24年3月町条

例第1号。以下この号において「暴力団排除条例」

という。)第2条第2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(暴力団排除条例第2条第1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。 

(3) 前2号のほか、この契約に違反し、その違反により

この契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権) 

第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれか

に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 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。以下「独占禁止法」と

いう。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項

及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、

第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第

20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る

抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3

条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条にお

いて同じ。)を提起しなかったとき。 

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及

び第8条の3において読み替えて準用する場合を含

む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6

までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴

訟を提起しなかったとき。 

(3) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定

による命令を受けなかつたと認められるとき。 

(4) 受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の

規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けた

とき。 

(5) 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起

し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定

したとき。 

(6) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使

用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しく

は第198条又は公職にある者等のあっせん行為による

利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第

4条の規定による刑に処せられたとき。 

2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の2第18項

又は第21項の規定による通知を受けたときは、直ちに当

該文書の写しを発注者に提出しなければならない。 

(契約が解除された場合等の違約金) 



第13条 次の各号のいずれかに該当する場合において、受注

者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金とし

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) 第11条の規定により、この契約が解除された場合 

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の

責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履

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。 

(1) 受注者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) 受注者につ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) 受注者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 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期限までに納

付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納

付するまでの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。 

(談合等に係る違約金) 

第14条 受注者はこの契約に関して第12条第1項各号のいず

れかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否

かを問わず、違約金として、業務委託料の10分の2に相

当する額を発注者の指定する期限までに納付しなければな

らない。ただし発注者が特に認める場合は、この限りでな

い。 

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期限までに納付

しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付

するまでの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。 

3 委託業務が完成した後に、受注者が第12条第1項各号のい

ずれかに該当することが明らかになった場合についても、

前項と同様とする。 

4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反

行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する

違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える

部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

(秘密の保持) 

第15条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に

漏らしてはならない。 

2 受注者はこの契約による事務を行うため個人情報を取り扱

う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなけれ

ばならない。 

(前払金) 

第16条 受注者は、業務委託料が1件100万円以上の業務委

託については、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項に規定する保証事業

会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の履行期限

を保証期限とし同条第2項に規定する前払金の保証に関す

る契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したと

きはその保証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託し

て、その証書記載の保証金額内において、業務委託金額の

10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。 

2 前項の前払金の支払の時期は、前項の規定により受注者が

請求した日から14日以内とする。 

3 受注者は、前払金を頭書の業務の材料費、労務費、外注費、

機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却さ

れる割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、修

繕費、支払運賃及び保証料として必要な経費以外の支払い

に充当してはならない。 

4 業務内容の変更その他の事由により委託金額を減額した場

合は、受注者はその超過額を返還しなければならない。た

だし、これを返還することが前払金の使用状況等よりみて

著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが

協議して別に定めるものとする。 

5 前項の場合において、受注者は遅滞なくその旨を保証事業

会社に通知し、前払金の保証契約の保証金額を減額したと

きは、直ちにその証書を発注者に寄託しなければならない。

この場合において、前払金の保証契約の変更は、前払金の

超過額を返還した後行うものとする。 

6 前払金の超過額返還の時期は第4項の委託金額を減額した

日から30日以内とする。 

7 受注者が第5項の期間内に前払金の超過額を返還しないと

きは、発注者は、受注者に対してその未返還額につき年2.

7パーセントを乗じて計算した遅延利息の支払を請求する

ことができる。 

8 業務内容の変更その他の事由により工期を延長した場合に

おいては、受注者は直ちに前払金の保証期間を延長した工



期まで延長し、その証書を発注者に寄託しなければならな

い。 

9 事業内容の変更その他の事由により工期を短縮した場合に

おいては、受注者は、遅滞なく保証事業会社に通知したと

きは直ちに証書を発注者に寄託しなければならない。この

場合において、変更後の保証期限は工期短縮の履行期限と

する。 

10 受注者が第3項又は第8項の規定に違反したときは、発注

者は、受注者に対して発注者の指定した期間内に前払金支

払額を返還することを請求することができる。 

(契約外の事項) 

第17条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑

義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 

附 則 

この約款は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年12月1日告示第37号) 

この約款は、公布の日から施行する。 

附 則(平成28年3月23日告示第10号) 

この約款は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月28日告示第13号) 

この約款は、平成29年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

(基本的事項) 

第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定

の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同

じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行う

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

(秘密の保持) 

第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情

報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解

除された後においても同様とする。 

(収集の制限) 

第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を

収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。 

2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収

集するときは、本人から収集し、本人以外から収集すると

きは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。た

だし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。 

(漏えい、滅失及びき損の防止) 

第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情

報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情

報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

(目的外利用・提供の禁止) 

第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情

報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提

供してはならない。 

(複写又は複製の禁止) 

第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約に

よる事務を行うために発注者から提供された個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

(事務従事者への周知) 

第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、

在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個

人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目

的以外の目的に使用してはならないこと、西川町個人情報

保護条例(平成15年3月町条例第1号)により罰則が適用さ

れる場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を

周知させるものとする。 

(再委託の禁止) 

第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約に

よる事務を第三者に委託してはならない。 

(資料等の返還等) 

第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者か

ら提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成し

た個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ち

に発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発

注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

(調査) 

第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当た

り取り扱っている個人情報の状況について、随時調査する

ことができる。 

(事故発生時における報告) 

第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じ

るおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報

告し、発注者の指示に従うものとする。 

(注)1 発注者は町長、受注者は受託者をいう。 

2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、

又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。 
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平成 30年度山菜きのこ調査及び商品開発業務 

【委託仕様書】 
 

項  目 内      容 
第１章 総則 
 
 
 
 

山菜きのこ調査及び商品開発業務の実施にあたっては、「業務委託契約

書」並びに「約款」、平成 30 年度山菜きのこ調査及び商品開発業務実施
要領（以下「要領」という）によるもののほか、この仕様書に基づき実

施することとする。 
 

第２章 業務内容 
 １．目的 
 
 
 

本業務は、山菜きのこの生産現場の実態を把握し、消費者が求める商

品像を調査・分析し、その調査結果を踏まえた商品開発を行うことを目

的とし、必要な業務を委託により実施するものである。 
 

２．委託先及び施

行場所 
 
 
 
 
 

（１）委託先 
本業務の委託先は、類似事業の実績を有し、事業の遂行が可能な体

制を有している事業者とする。 
（２）対象施設等 

本業務の施行場所は、前項事業者の事業所及び１の目的を達成する

ために必要な会場等とする。 

３．業務内容 
 

 

本業務の内容は、次のとおりとする。 
（１）山菜きのこ賦存量調査 
（２）山菜きのこマーケット調査 
（３）山菜きのこを利用した商品開発 
 

４．対象経費 
 

 

 本業務の対象経費は、実施要領の別表のとおりとする。ただし、発注

者が特に必要と認める場合はこの限りでない。 
 

５．提出書類 
 
 

 

 受注者が提出する書類等は次のとおりとする。 
（１）業務実施前 

① 事業実施計画書（別記様式第１号の１） 
② 連絡体制表（任意様式） 

（２）業務完了後 
① 実績報告書（別記様式第 3号） 
② その他（第３章１.成果品のとおり） 
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項  目 内      容 
第３章 成果品 
１．成果品 

 
 
 
 
 

 成果品の内容は以下のとおりとする。 
①実施記録…業務実施内容等を確認できる報告書、記録簿及び記録写

真等 
②アンケート調査表 
③同調査集計表 
④同調査結果分析書 
 ⑤商品開発提案書 

第４章 委託料の

支払 
 １．請求及び支払 

 
 
受注者は、委託契約書に定める検査に合格したときは、発注者に対し

委託料の請求書を提出するものとする。 
発注者は、請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委
託料を受注者に支払うものとする。 

第５章 その他 
 １．個人情報の取

扱 
  
 ２．その他 

 
受注者は、本業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 
 
 この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じ

た場合は、必要に応じて発注者と協議するものとする。 
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別紙１ 
 

山菜きのこ賦存量調査要領 
 
１ 調査対象 
  ・町内で山菜きのこを栽培している個人及び団体等 １００件以上 
 
２ 調査方法 
・アンケート調査（用紙の配布、回収）及び現地調査 

 
３ 調査事項 
  ・山菜きのこ園地に関すること 

園地の面積、栽培品種、収穫量、管理の状況、園地の賃貸・譲渡の可能性 
 

４ 集計方法 
  ・単純集計、クロス集計他 
 
５ 報告内容 
  ・アンケート調査表 

・園地情報のデータベース 
  ・調査レポート 
 
６ 調査表 
  アンケート調査表は西川町産業振興課と協議のうえ作成すること。 
 
７ その他 
  生産者の情報については町から提供します。 
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別紙２ 
 

山菜きのこマーケット調査要領 
 
１ 調査対象 
  ・山形県内及び近県で、山菜きのこを購入する消費者層及び次世代の購買者層（30～40代） 

４００件以上 
 
２ 調査方法 
・アンケート調査（用紙の配布、回収）及び対面調査 

 
３ 調査事項 
  ・消費者が求める山菜きのこに関すること 
   
４ 集計方法 
  ・単純集計、クロス集計他 
 
５ 報告内容 
  ・アンケート調査表 
  ・調査レポート 
 
６ 調査表 
  アンケート調査表は西川町産業振興課と協議のうえ作成すること。 
 
７ その他 
  消費者ニーズをより的確に把握するための対面調査等の工夫を提案すること。 
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別紙３ 
 

山菜きのこを利用した商品開発要領 
 
１ 概要 
山菜きのこマーケット調査で得られた消費者が求める商品像をもとに、販売まで行う商品

を２点開発する。 
   
２ 業務内容 
  ・商品ブランドの開発（ブランドコンセプト、ネーム、ロゴデザイン等） 
  ・パッケージデザインの作成 
  ・町飲食店会とのワークショップ開催 
   
３ その他 
  山菜きのこマーケット調査と山菜きのこを利用した商品開発は、関連性が高いため、 
 より効果的な業務効果を上げるために必要な進め方や調査方法を提案すること。 
 
 
 
 


