契

約

書

（案）

京都市（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（代表企業），○○○○株式会社，○
○○○株式会社を構成員とするグループ（以下「乙」という。）は，京都市営保育所，青少
年活動センター等２３施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業（以下「本事業」という。）に
ついて，以下のとおり委託契約を締結する。
（契約の目的）
第１条

この契約は，乙が甲に提供する照明設備 LED 化改修工事の設計，施工，維持管理，

検証及び省エネルギーと電気料金削減保証に対するパーフォーマンス等の契約期間中継
続的に提供される省エネルギーサービス（以下「ESCO サービス」という。）のために必
要な LED 照明設備を甲の施設内に設置する工事（以下「改修工事」という。）及び乙の甲
に対する ESCO サービスの提供を行うことを目的とする。
（契約の要領）
第２条

この契約の要領は，次のとおりとする。

(1) 委託事業

京都市営保育所，青少年活動センター等２３施設照明設備 LED 化簡易
型 ESCO 事業

(2) 履行場所

別表の２３施設

(3) 契約金額

金

(4) 契約期間

令和４年

円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

(5) LED 照明設備の設置期限
(6) 契約保証金
(7) 委託事業内容

月

日から令和５年３月３１日まで

令和５年３月１５日まで

免除
別紙「京都市営保育所，青少年活動センター等２３施設照明設備 LED
化簡易型 ESCO 事業 実施計画書」のとおり

（権利義務譲渡の制限）
第３条

乙は，この契約によって生じ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。
２

乙は，この契約によって生じる甲に対する債権を担保の用に供してはならない。

（再委託の禁止等）
第４条

乙は，委託事業の全部又はその主要部分の処理を第三者に委任し，又は請け負わ

せてはならない。
２

乙は，委託事業の一部を第三者に委任又は請け負わせようとするときは，あらかじめ
受任者又は下請負人の名称，委任又は請け負わせる業務の内容その他，甲が必要とする
事項を書面をもって甲に通知し，その承諾を得なければならない。この場合において，
乙は甲に対し，委任又は請け負わせた第三者の委託事業の履行責任を負うものとする。

（秘密を守る義務）
第５条

乙及び前条第２項に規定する受任者又は下請負人は，委託事業の遂行上知り得た

甲の秘密を他人に漏らし，又は他の目的に利用してはならない。
２

甲は，この契約により知り得た乙の秘密（乙が実施した改修工事の内容で，第三者が
容易に知り得ないことをいう。）を他人に漏らしてはならない。ただし，乙が事前に了解
した範囲内の内容に関しては，この限りでない。

３

前２項の規定は，第２条第４号に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後にお
いても，同様とする。

（善管注意義務）
第６条

甲及び乙は，この契約の履行に当たっては，常に善良なる管理者の注意をもって

これをなすべき責めを負う。
（LED 照明設備の施工等）
第７条

乙は，自己の負担において，令和５年３月１５日までの間に ESCO サービスを提供

するための改修工事を実施し，ESCO サービスを甲に提供するとともに，令和５年３月
３１日までの第１３条第３項に規定する完成検査を合格した日をもって設備を甲に引き
渡すものとする。
２

乙は，改修工事を行うに当たって，第２条第２号に規定する履行場所における甲の業
務運営及び施設管理に支障を来さないよう十分注意するとともに，履行場所を来訪する
第三者に不安感，不快感等を与えないよう，配慮しなければならない。

３

乙は，契約締結後速やかに設計図，請負代金内訳書及び工程表を作成し，甲に提出し
なければならない。

４

乙は，監督員及び各事業対象施設の施設管理者と工程についての調整を行ったうえ，
工事施工計画書を甲に提出し，甲の確認を受けるものとする。

５

乙は，工事写真及び打合せ議事録等の工事記録を作成し，第１３条第３項に定める完
成届に添付するものとする。

６

乙は，改修工事の施工に必要な関係法令に基づく許可等を得ること及び検査を受ける
ことに関する一切の責任を負うものとする。

７

乙は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利の対象となっている工事材料，施工方法を使用するときは，その
使用に関する一切の責任を負わなければならない。

８

乙は，履行場所又は設置した LED 照明設備に緊急の事態が生じたときは，これに対応
するため，甲に通知のうえ，履行場所に立ち入ることができるものとする。

９

暴風，豪雨，洪水，地震，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下
「天災等」という。）であって乙の責めに帰すことができないものにより履行場所若しく
は甲の既存設備に損害を生じ，又は履行場所の状態が変動したため，乙が改修工事を施
工できないときは，甲は，改修工事の中止内容を直ちに乙に通知し，改修工事の全部又
は一部の施工を一時中止させるものとする。

10

甲は，前項の規定によるほか，履行場所における甲の業務運営に支障があると認める
ときは，改修工事の中止内容を乙に通知し，改修工事の全部又は一部の施工を一時中止
させることができるものとする。

11

前２項の規定により改修工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において，第
１項の規定にかかわらず，改修工事の完了日について，甲乙協議のうえ，これを変更す
ることができるものとする。

（監督員）
第８条

甲は，監督員を置いたときは，その氏名を乙に通知しなければならない。監督員

を変更した時も，同様とする。
２

監督員は，この契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に
委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示，承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図書等の作成及び交付又は乙が作成した
これらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工の状況の検査又は工事材料の試
験若しくは検査

３

甲は，２名以上の監督員を置き，前項の権限を分担させたときは，それぞれの監督員
の有する権限の内容を，監督員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは，
当該委任した権限の内容を乙に通知しなければならない。

４

第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなけれ
ばならない。

５

甲が監督員を置いたときは，この契約書に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び
解除については，設計図書に定めるものを除き，監督員を経由して行うものとする。こ
の場合においては，監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

６

甲が監督員を置かないときは，この契約に定める監督員の権限は，甲に帰属する。

（現場代理人及び主任技術者等）
第９条

乙は，現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる次

の各号のいずれかの者を定め，書面により，その氏名その他必要な事項を甲に通知しな
ければならない。現場代理人，主任技術者又は監理技術者を変更したときも，同様とす
る。
(1) 主任技術者
(2) 監理技術者
２

前項の現場代理人は，主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる。

３

現場代理人は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行う
ほか，この契約に基づく乙の一切の権限（請負代金額の変更，請負代金の請求及び受領
並びにこの契約の解除に係るものを除く。）を行使することができる。

４

甲は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権
限の行使に支障がなく，かつ，甲との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代
理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

５

乙は，第３項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任
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，当該権限の内容を書面によ
り甲に通知しなければならない。

（運転管理等）
第１０条

乙は，甲との協議により，十分な省エネルギー効果を発揮するよう ESCO サービ

スを提供しなければならない。
２

甲及び乙は，契約期間内において互いの承諾なしに，LED 照明設備の増設又は改造を
行ったり，そのいずれかの部品の取替え又は撤去を行わないものとする。

（甲の通知義務）
第１１条

甲は，契約期間内において LED 照明設備の故障又は不具合を発見したときは，

速やかに乙に連絡するものとする。
２

甲は，保証期間内において LED 照明設備の故障又は不具合を発見したときも同様とす
る。

（維持管理）
第１２条

乙は，第１１条各項の規定による通知を受けたときは，直ちに点検を行い，ESCO

サービスの提供に支障を来さないよう，甲の承諾を受けて修繕，交換等を行わなければ
ならない。
２

前項の規定により乙が LED 照明設備の修繕，交換等を行う際の経費については，乙が
これを負担する。

３

乙は，甲の建物の照明の快適性能を従来どおり維持するものとする。

（検査）
第１３条
２

乙は，乙の費用負担で LED 照明設備の完成検査を行わなければならない。

乙は甲に完成届を提出する前に，事前に乙の費用負担で LED 照明設備の自社検査を行
わなければならない。

３

乙は，ESCO 設備が実施計画書に記載された内容を満たしていることを検査し，完成図
書を添付し，完成届を甲に提出する。

４

甲は乙より完成届を受理したときは，速やかに完成検査を行うものとする。

（ESCO サービス料の算出）
第１４条

甲は，乙が負担する以下の各号に要する費用の総額を本事業の ESCO サービス

料とする。
(1) 現地調査及び詳細設計の実施

(2) 施工図面及び実施計画の作成
(3) 契約に要する経費（印紙代は，乙の負担とする。）
(4) 使用する機器の調達
(5) 施工に当たり必要となる官公庁への届出等の手続事務
(6) 工事施工
(7) 施工監理
(8) 撤去した設備の運搬・廃棄
(9) その他，本事業の実施に伴う経費
(10) 乙の利益
（契約代金の請求及び支払）
第１５条

第１３条第４項の完成検査に全て合格したときは，乙は，ESCO サービス料を甲

に請求するものとする。
２

甲は，前項の規定による適正な請求があったときには，乙から提出された請求書を受
理した日から３０日以内（以下「支払期間」という。）に ESCO サービス料を乙に支払う
ものとする。

３

甲は，支払期間内に ESCO サービス料を支払うことができないときは，支払期間満了の
日の翌日から支払の日までの日数に応じ，当該未支払金額につき，政府契約の支払遅延
防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額の遅延利息を乙に支払うものと
する。

４

甲は，第２項の規定により受理した請求書の内容の全部又は一部に瑕疵を発見したと
きは，その内容を明示して，当該請求書を乙に返付することができる。この場合，当該
返付した日から，乙からの是正した請求書を受理した日までの期間は，支払期間に算入
しないものとする。なお，請求書の内容の瑕疵が乙の故意又は重大な過失によるときは，
当該請求書の提出は無効とする。

（損害賠償）
第１６条

乙は，事業の実施に関し，自己の責めに帰する事由により，甲又は第三者に損

害を与えたときは，甲又は第三者に対し，その損害を賠償しなければならない。ただし，
天災その他自己の責めに帰することのできない事由により生じた損害については，この
限りではない。
２

甲は，自己の責めに帰する事由により，乙又は第三者に損害を与えたときは，乙又は
第三者に対し，その損害を賠償しなければならない。ただし，天災その他自己の責めに
帰することのできない事由により生じた損害についてはこの限りではない。

３

本条第１項及び２項に規定する損害のうち，甲乙双方に過失が認められる場合におい
ては，甲乙共同してその損害を賠償するものとし，その賠償に要する経費の負担割合は，
甲乙協議のうえ，これを定めるものとする。

（火災保険等）
第１７条

乙は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む｡）等を火災保険その他の保険

に付さなければならない。
２

乙は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるもの
を直ちに甲に提示しなければならない。

３

乙は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したとき
は，直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

（紛争の解決）
第１８条

この契約に関し，甲と乙との間で紛争が生じたときは，甲及び乙は，協議のう

え第三者を調停人に選任し，当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとす
る。
２

前項の規定による解決のために要する費用は，甲と乙がそれぞれ負担する。

（個人情報の取扱い）
第１９条

乙は，この契約の履行に関し，個人情報を取り扱う場合は，京都市個人情報保

護条例を遵守しなければならない。
（補則）
第２０条

この契約書に定めがない事項については，京都市契約事務規則及び関係法令に

よるほか，甲と乙が協議して定める。
甲及び乙は，上記及び特記事項により契約を締結するものとし，本契約書○通を作成し，
甲乙記名押印のうえ，各１通を保有する。
令和

年

月

日
甲

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地
京都市
代表者

乙

京都市長

門 川 大 作

印
○

代表企業
住

所

名

称

代表者

印
○

構成員
住

所

名

称

代表者

印
○

構成員
住

所

名

称

代表者

印
○

構成員
住

所

名

称

代表者

印
○

特

記

事

項

（乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権）
第１条

甲は，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) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）
第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行ったことにより，次のいずれかに
該当することとなったとき。
ア

独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。

イ

独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき。

(2) 刑法第９６条の６の罪について乙（乙が法人である場合にあっては，その代表者又
は代理人，使用人その他の従業者。次号において同じ。）に対する有罪の判決が確定し
たとき。
(3) 刑法第１９８条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
２

甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し，前払金の返還その他の甲が契約を解除す
る場合（乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。）の措置に係る
本則の規定は，前項の契約の解除について準用する。

（乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償）
第２条

乙がこの契約に関して前条第１項第１号のいずれかに該当したときは，甲が契約

を解除するか否かにかかわらず，かつ，甲が損害の発生及び損害額を立証することを要
することなく，乙は，契約金額の１０分の２に相当する額を賠償金として甲の指定する
期間内に支払わなければならない。ただし，命令又は処分の対象となる行為が，独占禁
止法第２条第９項第３号に該当するときは，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，乙が共同企業体であり，既に解散しているときは，
甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することがで
きる。この場合において，乙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項の規定は，甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合
において，甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではな
い。

（乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権）
第３条

甲は，この契約の履行期間中において，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）が次の各号のいずれかに該当していたときは，契約を解除する
ことができる。
(1) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定す
る暴力団密接関係者であるとき。
(2) 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が前号に

該当することを知りながら，当該者と契約を締結したとき。
(3) 乙が，第１号に該当する者を下請契約又は資材，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（前号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。
２

乙が前項各号のいずれかに該当したときは，甲が契約を解除するか否かにかかわらず，
乙は，契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ
なければならない。

３

前項の規定は，この契約による履行が完了した後も適用するものとする。

４

第１項に規定する場合において，乙が共同企業体であり，既に解散しているときは，
甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することがで
きる。この場合において，乙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。

（不当介入の場合の報告書の提出等）
第４条

乙は，暴力団等による暴力，脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき，

又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入（以下「不当介入」
という。）があったときは，これを拒否するとともに，速やかに市長及び京都府警察本部
長に対して報告書を提出しなければならない。
２

乙は，暴力団等による不当介入により被害を受けたときは，直ちに市長に対し報告す
るとともに，速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。

３

甲及び乙は，暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれの
あるときは，双方協議のうえ，履行期限を延期し，又は履行の内容を変更することがで
きる。

（消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更）
第５条

消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の

率に変動が生じた場合は，特段の変更手続を行うことなく，消費税等相当額を加減した
ものを契約金額とする。ただし，国が定める経過措置等が適用され，消費税等相当額に
変動が生じない場合は，当該経過措置等の取扱いに従うものとする。

別表（第２条関係）
施設名称
鶴山保育所

所在地
上京区 寺町通今出川上る五丁目鶴山町５番地の６

養正保育所

乳児棟

左京区 田中玄京町１５１番地

養正保育所

幼児棟

左京区 田中玄京町１４９番地

壬生保育所

中京区 西ノ京新建町１

三条保育所

乳児棟

東山区 花見小路通古門前上る巽町４６７

三条保育所

幼児棟

東山区 三条大橋東三丁目下る長光町６２１

久世保育所

乳児棟

南区 久世大築町５０

久世保育所

幼児棟

南区 南区久世大築町４７－２

南保育所

南区 西九条南田町９

ひかり保育所

右京区 京北井戸町丸山１１０

弓削保育所

右京区 京北下弓削町狭間谷６番地の１

周山保育所

右京区 京北五本松町西山２４番地の３

改進保育所

伏見区 竹田狩賀町１５３番地の１

辰巳保育所

伏見区 醍醐外山街道町２１番地の５８

北青少年活動センター

北区 紫野西御所田町５６ 北区総合庁舎西庁舎 3,4F

中央青少年活動センター

中京区 東洞院通六角下ル御射山町２６２

東山青少年活動センター

東山区 清水五丁目１３０番地の６ 東山区総合庁舎 2
階

山科青少年活動センター

山科区 竹鼻四丁野町４２

下京青少年活動センター

下京区 川端町１３

南青少年活動センター

南区 西九条南田町７２

伏見青少年活動センター

伏見区 鷹匠町３９－２

京都市こども体育館・京都市宝
が池公園少年スポーツ広場
子育て支援総合センターこども
みらい館

伏見区総合庁舎 4F

左京区 松ヶ崎平田町

中京区 間之町通竹屋町下る楠町６０１－１

児童福祉センター児童療育所

右京区 右京区京北下中町柿木通６番地３

桃陽病院

伏見区 深草大亀谷岩山町４８番地の１

児童療育センター

伏見区 伏見区深草西浦町６－６５

