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乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約書（案） 

 

１． 業務委託の名称 高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業にかかる乾電

池、蛍光灯及び電球資源化業務 

２． 業務委託の場所 神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

３． 業務委託期間 平成●年●月●日から平成●年●月●日まで 

４． 業務委託料 運営・維持管理業務委託契約（以下に定義する。）及び別途【運

営事業者】（以下「運営事業者」という。）及び乙の間で締結す

る付属契約（以下「付属契約」という。）による。 

５．高座清掃施設組合（以下「甲」という。）及び【乾電池、蛍光灯及び電球資源化

企業】（以下「乙」という。）は、平成●年●月●日付け新ごみ処理施設整備・

運営事業 基本契約書（その後の変更を含み、以下「基本契約」という。）第６

条第４項及び平成●年●月●日付け新ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維

持管理業務委託契約書（その後の変更を含み、以下「運営・維持管理業務委託

契約」という。）第４５条の２第１項に基づき、これらの契約の内容を理解した

うえで、以下の委託契約（以下「委託契約」という。）を締結する。なお、委託

契約で別途定義された用語以外の用語で、基本契約で定義された用語は、委託

契約においても同様の意味を有する。 

 

（業務の委託） 

第１条 甲は、本事業に関して別に定めた「高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・

運営事業 要求水準書（運営・維持管理業務編）」第１１章の規定に従って、乾電

池、蛍光灯及び電球（以下「資源化対象物」という。）を引取先まで運搬する業務

その他委託契約別紙１で定める業務（以下「本業務」という。）を乙に委託し、乙

はこれを受託する。 

２ 乙は、本業務を、適用法令、委託契約、基本契約、運営・維持管理業務委託契約、

入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。 

３ 乙は、本業務の全部又は一部を第三者へ委任、又は請け負わせてはならない。 

４ 乙は善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行し、本業務に関連して乙の

責めに帰すべき事由により甲に損害が発生した場合には、これを賠償しなければな

らない。 

 

（委託料の支払い） 

第２条 甲は、乙に対する本業務に関する委託料（以下「本件委託料」という。）を、

運営・維持管理業務委託契約に基づく運営業務委託費の一部として、同契約の規定

に従って運営事業者に支払う。乙は、乙及び運営事業者の間で締結する付属契約に

おいて、運営事業者に対し、本件委託料を乙に代わって受領する権限を付与するも

のとし、運営事業者から本件委託料を受領するものとする。甲及び乙は、甲が運営

業務委託費を運営事業者に支払った時点で、甲の乙に対する本件委託料支払義務の

履行が完了し、甲が免責されることを確認する。 

２ いかなる場合であっても、本件委託料の支払いは前項の方法のみにより、乙は甲

に対して、直接本件委託料の支払いを請求してはならないものとし、乙はこれに同

意する。  
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（本業務にかかる増加費用及び損害） 

第３条 本業務に関連して発生した増加費用及び損害の負担については、運営・維持

管理業務委託契約の規定に定めるところによる。 

２ 本業務に関連して乙に増加費用又は損害が発生した場合であって、運営・維持管

理業務委託契約上甲が運営事業者に対してかかる増加費用又は損害を負担するこ

ととされている場合、甲はかかる増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払

うものとする。かかる増加費用又は損害のうち、委託契約又は付属契約上運営事業

者が負担することとされているものについては、本項前段に従い甲が運営事業者に

支払った金額からその範囲内において運営事業者が乙に後払いにて支払うものと

する。 

３ 本業務に関連して乙に発生した増加費用又は損害の甲による負担方法について

は、前項の方法のみにより、乙は甲に対して、直接当該増加費用又は損害の支払を

請求してはならないものとし、乙はこれに同意する。 

４ 基本契約、運営・維持管理業務委託契約及び委託契約に基づく場合を除き、甲は

本業務に関連して発生した増加費用及び損害を一切負担しないものとする。 

 

（許認可、届出等） 

第４条 乙は、本業務を履行するために必要とされる許認可及び届出等（以下「許認

可等」という。）について、自らの費用と責任で許認可等を申請し、これを受け、

又は行い、これを維持する。ただし、甲及び運営事業者が取得、維持又は提出すべ

き許認可等は除く。 

２ 乙は、甲及び運営事業者からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、届

出、その維持等に必要な資料の提出、その他について甲及び運営事業者に最大限協

力する。 

３ 委託契約締結時に乙は以下の書類の写しを甲及び運営事業者へ提出する。なお、

許可事項に変更があった場合は、乙は速やかにその旨を甲及び運営事業者に通知す

るとともに、変更後の書類を甲及び運営事業者に提出する。 

(ア) 収集運搬（及び処分業務）に関する許可証等（指定証その他）の写し 

(イ) 許可車両番号 

(ウ) 排出場所から処分先までの運搬経路図 

(エ) その他甲が運営事業者に対し、本業務に関して開示を求めたもののうち、運

営事業者が乙に対し提出を求めるもの 

 

（業務の調査） 

第５条 甲は、本施設から排出される廃棄物の処理が適正に行われるよう、乙に対し

て必要な指示ができるものとし、乙はこれに従うものとする。 

２ 甲は、前項の他、必要に応じて乙の業務の履行状況等について、調査又は報告を

求めることができるものとし、乙は自己の費用負担でこれに従わなければならない。 

 

（本事業の協力） 

第６条 乙は、運営事業者による本事業の実施のうち本業務に関連する事項について

は、運営事業者に対して必要な協力を行う。 

 

（付属契約の締結） 

第７条 本業務の具体的な内容及び遂行方法、対価の支払方法、増加費用又は損害の
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負担方法等については、乙及び運営事業者の間で締結する付属契約に定めるものと

し、乙は付属契約締結後その写しを甲に提出する。乙は、付属契約に従い、本業務

を遂行する。 

 

（法令変更） 

第８条 乙は、委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、委託契約に

かかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面

で甲及び運営事業者に通知しなければならない。この場合、乙は､法令等の変更が

発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、委

託契約に基づく履行義務を免れる。 

２ 甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努め

なければならない。 

３ 甲は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免

れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行った

その他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。 

４ 乙は、委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本業務に関して

合理的な追加費用が発生した場合、甲及び運営事業者に対して当該法令等の変更に

伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができ

る。 

５ 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、甲及び

乙は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。 

法令変更 甲負担割合 乙負担割合 

本業務に関する事項を直接的に規定することを目的

とした法令等の変更及び乙の合理的努力によっても

吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 

100% 0% 

 

上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 0% 100% 

６ 前２項の場合、必要に応じて、甲は、運営事業者と協議の上、要求水準書（運営・

維持管理業務編）、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアル

の改訂等を行う。 

７ 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要する

こととなった場合、又は前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないとき

は、甲は委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき委

託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲が

損害と認めるもののみを賠償する。 

 

（不可抗力） 

第９条 不可抗力により、いずれかの当事者が委託契約を履行できなくなったときは、

その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が

止み、委託契約の履行の続行が可能となる時まで、委託契約上の履行期日における

履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、甲及び

乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければなら

ない。 

３ 甲は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免

れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行った
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その他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。 

４ 第１項の通知がなされた場合、必要に応じて、甲は、運営事業者と協議の上、要

求水準書（運営・維持管理業務編）、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、

運営マニュアルの改訂等を行う。 

５ 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、甲は

委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき委託契約の

全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲が損害と認

めるもののみを賠償する。 

 

（本業務期間中における第三者に及ぼした損害） 

第１０条 乙は、本業務の履行により第三者に損害を及ぼした場合、その損害を当該

第三者に対して賠償しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第１１条 乙は、委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ

なければならない。なお、第５号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しな

ければならない。 

（1） 契約保証金の納付 

（2） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（3） 委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、

甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関

する法律第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

（4） 委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（5） 委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

契約の締結 

２ 委託契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第

４項において「保証の額」という。）は、常に乾電池、蛍光灯及び電球資源化保証

対象額以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号

又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 乾電池、蛍光灯及び電球資源化保証対象額の変更があった場合には、保証の額が

変更後の乾電池、蛍光灯及び電球資源化保証対象額に達するまで、甲は保証の額の

増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。 

 

（契約の解除） 

第１２条 基本契約又は運営・維持管理業務委託契約書がその規定に従って解除され

た場合、委託契約及び付属契約も当然に解除されたものとする。 

２ 前項に定める場合の他、次の各号の一に該当する場合、甲は委託契約を解除する

ことができる。委託契約が解除された場合、付属契約は当然に解除されたものとす

る。 

(1) 乙の責めに帰すべき事由により、甲の通告にもかかわらず、乙が本施設につ

いて、運営マニュアル又は年間運営実施計画書に従った本業務を行わないとき。 

(2) 乙が委託契約の条項に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告しても当該違

反が治癒されないとき。 
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(3) 乙が甲に提出する書類に虚偽記載を行ったとき。 

(4) 乙が本業務を放棄したとき。 

(5) 乙が破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手

続について取締役会若しくは権限ある他の機関でその申立てを決議したとき

又はかかる手続の申立てが行われたとき。 

(6) 乙が地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定するものに該当すること

となったとき。 

(7) 乙が重大な法令等に違反したとき。 

(8) 乙に仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売又はこれらに類似した手続の申

立てがあったとき。 

(9) 乙の租税公課について、滞納処分若しくは保全差押を受けたとき又は租税公

課を滞納して督促を受けたとき。 

(10) 乙の手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があったとき、又は手形交換所

の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき。 

(11) 乙が解散、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社分割又は

重要な資産譲渡について取締役会又は権限ある他の機関で決議をしたとき。た

だし、かかる決議によっても、乙による委託契約に基づく義務の履行に支障が

ないと甲が合理的に判断した場合はこの限りではない。 

(12) 乙が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録

等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。 

(13) 乙（乙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。 

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙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工事の請負契約を締結する事務所

の代表をいう。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。）であると認められたとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第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。 

ハ 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の利用等を行った

と認められるとき。 

ニ 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。 

ホ 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。 

ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相

手がイからホ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。 

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原

材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合

を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな

かったとき。 
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３ 前２項に基づいて委託契約が解除された場合、本件委託料の精算等は、運営・維

持管理業務委託契約書の規定に従って甲及び運営事業者の間で行い、運営事業者乙

間の精算等は運営事業者及び乙の間で行う。乙はかかる精算を直接甲に請求できな

いものとする。 

４ 本条の規定により、委託契約が解除される場合においても、委託契約解除前に甲

から引渡しを受けた乾電池、蛍光灯及び電球にかかる本業務を乙が完了していない

場合で、かつ甲が必要と認めたときは、完了していない部分については完了させた

後に委託契約が終了するものとする。 

５ 本条の定めに従って委託契約が終了する場合を除き、乙は甲の事前の書面による

承諾を得なければ付属契約を解除又は変更してはならない。 

６ 乙は、第２項に定める事由が発生した場合には、速やかに甲に書面により通知す

る。 

 

（秘密保持） 

第１３条 甲及び乙は、委託契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使

用してはならず、かかる秘密情報を第三者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。 

２ 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

（1） 委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 

（2） 開示の時に公知である情報 

（3） 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明

できる情報 

（4） 他の当事者に対する開示の後に、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） 甲及び乙が、委託契約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 第１項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、他の当事

者の承諾を要することなく、他の当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘

密情報を開示することができる。ただし、当該他の当事者に対する事前の通知を行

うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事

前の通知を行うことを要さない。 

（1） 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担す

る者に開示する場合 

（2） 法令等に従い開示が要求される場合 

（3） 権限ある官公署の命令に従う場合 

（4） 甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及

び運営事業者に開示する場合 

（5） 本事業の実施に必要な範囲で、甲の構成市の関係機関及び関係者に開示す

る場合 

（6） 甲が本施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合において

当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定

若しくは不特定の者に開示する場合 

 

（優先関係） 

第１４条 運営・維持管理業務委託契約、基本契約、委託契約及び付属契約との間に
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矛盾又は齟齬が存在する場合、運営・維持管理業務委託契約、基本契約、委託契約、

付属契約の順にその解釈が優先するものとする。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１５条 甲及び乙は、事前に他の当事者の書面による承諾を得た場合を除き、委託

契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的

とすることはできないものとする。 

 

（契約の変更） 

第１６条 委託契約は甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができ

るものとする。なお、基本契約に基づく運営事業者の業務・責任の内容・範囲等に

関し、基本契約において追加・変更等が行われた場合、委託契約及び付属契約に基

づく乙の業務・責任の内容・範囲等もこれに応じて追加・変更するために、委託契

約及び付属契約の変更を行う。 

 

（準拠法） 

第１７条 委託契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従っ

て解釈する。 

 

（管轄裁判所） 

第１８条 委託契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁

判所とする。 

 

（契約外の事項） 

第１９条 委託契約に定めない事項、または、この契約について疑義が生じた事項に

ついては、必要に応じて甲及び乙で協議し、定めるものとする。 

 

 

（以下本頁余白） 
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 本契約書の証として本書２通作成し、当事者記名捺印の上、各自１通を保有する。 

 

平成●年●月●日 

 

 

甲： 神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

 高座清掃施設組合 

 組合長 内野 優 

 

 

乙： [住所] 

 [名称] 

 [代表者氏名] 
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別紙１ 

 

 

乙の業務範囲は以下のとおりとする。 

 

１．収集・運搬業務 

 

１）[本施設内で運営事業者の指定する場所からの資源化対象物の搬出] 

２）[資源化対象物の引取先への搬入] 

３）[本施設における資源化対象物の受入管理及び貯留] 

 

２．資源化業務 

 

１）[資源化対象物の資源化] 

 

 

２．その他の業務 

 

１）[本施設からの引取量、資源化量等についてモニタリング] 


