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市町村アカデミー「契約実務」 
「自治体契約と民法（講義・演習）」 

事前課題 
九州大学・田中孝男 

 
 研修の成果をよりよいものとするため、次の課題について内容の検討をしてきてください。 

唯一絶対の正解を求めるものではありませんし（ただし、〔問３〕と〔問４〕は、正解があります）、

判例も未決着で考え方が分かれるものもあります。結論とその結論に至る理由を考えてきてください。 

 
〔問１〕公共工事に関して、Ａ市が、Ｘに対して、ある工事請負契約に関する指名競争入札の指名停

止をし、その旨をＸに通知したものとする。Ｘは、当該指名停止措置について不服があるときに、

裁判所に訴えて何らかの救済措置を得ることができるか。 

 

〔問２〕債務負担行為の議決を経ることなく、年度初めから履行をしてほしい業務委託契約（例えば

後記〔問６〕のような契約）を４月１日に締結したい場合に、その前年度となる３月中に入札行為

に付すことは法的に許されるか（入札手続のうち、○○は可能といった手続の細分化をしてもよい）。

長期継続契約についてはここでは考えないでください。また、それぞれの自治体の実務も念頭に置

きながら、理由も含めて検討してください。 

 

〔問３〕行政契約に関する次のアからエまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、

それぞれ正しい場合には○を、誤っている場合には×を選びなさい。 

ア．行政手続法は、行政契約の定義及び手続的規律に関する規定を設け、行政契約の締結及び履行に

関する公正の確保と透明性の向上を図っている。 
イ．公共事業に必要な用地を土地収用法に基づく収用裁決によって取得することができる場合に、こ

れを随意契約の方法によって取得することは、原則として許されない。 

ウ．国又は地方公共団体が、相手方に新たな義務を課することを内容とする契約を当該相手方と締結

するに当たっては、法律による行政の原理ないし侵害留保原則の見地から、原則として、当該義

務を課する法令上の根拠があることを要する。 

エ．水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から受けた給水契約の申込みを拒否するか

否かを判断するに当たり、正常な企業努力を尽くしても水の供給に一定の限界があり得ることを

考慮することが許される。 

オ．契約金額から法律・条例上議会の議決を必要とする契約を、Ｂ市は、事前に議決を経ることなく

Ｘと締結した。当該契約は、無効である。ただし、事後的に議会が当該契約を追認する議決をし

た場合、当該契約は追認により、契約締結時点にさかのぼって有効となる。 
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〔問４〕普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥

当なものはどれか。1つ選びなさい。 

１． 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、

条例で定める方法によっても締結することができる。 

２． 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結

することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。 

３． 一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的

に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方

とするものとされており、この点についての例外は認められていない。 

４． 随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定めなければなら

ない。 

５． 契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に

従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。 

 
〔問５〕九州地方のＣ市（人口10万人）においては、市長部局の自主監査の一環として、契約内容

の点検を行っている。その際、別紙②の、「Ｃ市役所別館におけるエレベーター保守・点検業務委

託契約書」を取り上げてみた。契約締結の事務を担当した者によると、本館の同様の契約書を参考

にしたうえで、本契約の内容で入札してＤと契約をしたとのことである。この契約について、内容

面及び契約締結過程の手続の点で違法になる部分はないものとして、ただそれでも自治体側から見

て相当に不利な内容であるとして、より改善した方がよい事項についてピックアップしてみてくだ

さい（〔問６〕関係条項については別に検討します）。なぜ改善した方が良いのか、また改善すると

して代案となる改善内容案も指摘してください。 

 
〔問６〕〔問５〕の契約書には、受託者の損害賠償の上限額が記されているが、これと国家賠償法2

条2項の求償権との関係について、次の問いを考えてきてください。 

 〔問６－１〕自治体は、本件賠償額の設定のように契約によって自由に国家賠償法2条2項の求償

権を制限することができるか。 

 〔問６－２〕本契約条項が有効だとして、現に求償しうる事象が生じたときにこの規定によって求

償権を制限することは、求償権行使ができなくなった分の債権の放棄をすることになるから、議

会の議決が別に必要となるのではないか。 

 〔問６－３〕本契約条項が有効だとして、また、上記議決を得ることも行政上は採用しにくいこと

から、当該問題となるような事案が生じたときにこれを放置しておくと、何か法的問題は生じる

だろうか。 

【〔問５〕と〔問６〕は、研修時間中にグループで検討をしてもらって答えをまとめるものです。演

習がスムースに進められるための予習依頼です】 
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C 市役所別館におけるエレベーター保守・点検業務委託契約書 
 

委託者C市（以下「委託者」という。）と受託者Z（以下「受託者」という。）とは、甲市役所別館に

おけるエレベーター（以下「本エレベーター」という。）の保守・点検等に関し、次のとおり委託契約（以

下「本契約」という。）を締結する。 
（総則） 
第１条 委託者は、本エレベーターに関し、本契約書及び別紙仕様書で定めた業務（以下「本件業務」

という。）を、受託者に委託し、受託者はこれを受託する。 
（用語の定義） 
第２条 本契約書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「保守」とは、エレベーターの清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。 
(2) 「点検」とは、エレベーターの損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無

を調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。以下、本件業務におい

て遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、遠隔監視又は遠隔点検を含む。 
(3) 「フルメンテナンス契約」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果

に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式をいう。 
(4) 「POG 契約」とは、「Parts・Oil・Grease」の略で、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行

う契約方式で、劣化した部品の取替えや修理等を含まないものをいう。 
(5) 「遠隔監視」とは、受託者の監視センター等において、通信回線を利用して常時エレベーターの

異常・不具合の有無を監視すること及び、かご内に人が閉じ込められた場合に、かご内のインター

ホンで受託者の監視センター等と直接通話できる機能を具備し、別紙仕様書の別表４において定め

る項目を監視することをいう。 
(6) 「遠隔点検」とは、マイコン制御方式のエレベーターにおいて、受託者の監視センター等が通信

回線を利用して行う点検をいい、別紙仕様書の別表４において定める項目を点検するものとする。 
(7) 「法定検査等」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１２条第

３項に基づき行われる検査及び同条第４項に基づき行われる点検をいい、エレベーターの所有者又

は国の機関の長等が、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機検査資格者（以下「資格

者等」という。）に行わせることをいう。 
(8) 「業務担当者」とは、別表３に示すエレベーターの保守・点検に関する社内資格、法定検査の公

的資格（昇降機検査資格者等）などの資格を保有するとともに、本エレベーターと同型又は類似の

エレベーターの保守・点検実績を有し、本件業務の主たる業務（本件業務のうち、現場で行う保守・

点検作業をいう。以下同じ。）を現場において担当する者をいう。 
(9) 「代替要員」とは、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者に代

わって本件業務の主たる業務を現場において行う者をいう。 
（本契約の対象となるエレベーター及び契約方式等） 
第３条 本契約の対象となるエレベーター及びその契約方式は、別表１及び別表２のとおりとする。 
２ 委託者は、本エレベーターの法定検査等を受託者に委託することができるものとし、本契約に係る法

定検査等の委託の有無は、別表１のとおりとする。 
（委託業務費等の負担及び支払方法） 
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第４条 委託者は、受託者に対して、本件業務の対価として、次のとおり委託業務費を支払うものとす

る。 
 【委託業務費の金額や支払方法が記載されている－省略】 
２ 本契約締結時に本エレベーターの法定検査等が含まれない場合であっても、後日、委託者は受託者に

法定検査等を依頼することができ、受託者がそれを受諾するときの費用及び支払方法は、委託者と受

託者が協議の上、別途定めるものとする。 
３ 受託者が委託者の求めに応じて、本件業務に含まれない業務を行う場合にあっては、委託者と受託者

が協議の上、別途委託業務費を決定し、委託者は、業務終了後、受託者が指定する口座に振り込む方

法により支払うものとする。 
４ 委託者は、第１項の委託業務費のほか、受託者が本件業務及び前２項の業務を実施するのに伴い必要

となる水道光熱費及び通信費（受託者の負担と定めているものを除く。）を負担するものとする。 
（受託者の責務） 
第５条 本契約に基づく受託者の責務は、次のとおりとする。 

(1) エレベーターの保守・点検をする者として一般に要求される程度の注意（善管注意）をもって本

件業務を行うこと。 
(2) 本件業務を業務担当者等に行わせること。 
(3) 本件業務の結果を第１１条の定めに従い、文書等により委託者に対して報告すること。 
(4) 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに委託者にその旨を伝える

とともに、必要に応じ委託者を通じて当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。 
（委託者の責務） 
第６条 本契約に基づく委託者の責務は、次のとおりとする。 

(1) 受託者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、本エレベーターを安全に運行

させるよう努めること。 
(2) 本エレベーターに運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該エレベーター

の使用中止その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受託者にその旨を連絡するものとし、独

自の判断によって機器類に手を加えないこと。 
(3) 受託者に本エレベーターの本件業務を行わせるに当たって、受託者が必要とする作業時間及びエ

レベーターの停止期間の確保に協力するとともに、受託者が安全に本件業務に従事することができ

るよう配慮すること。 
(4) 受託者に法定検査等を委託したときは、法定検査等の業務を十分に行うことができるよう作業時

間及びエレベーターの停止期間の確保に協力すること。 
（第三者への再委託） 
第７条 受託者は、委託者の了解を得なければ、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはなら

ない。 
２ 受託者が委託者の了解を得て本件業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合、受託者は、次の

事項を遵守しなければならない。 
(1) 再委託した第三者の名称、その他委託者が報告を求めた事項を再委託した業務の開始前に委託者

又は委託者が委託した管理者へ報告すること。ただし、緊急時の業務等、受託者が事前に報告する

ことが困難なときは、業務後、速やかに報告をすれば足りるものとする。 
(2) 再委託した本件業務について、委託者に対して責任を負うこと。 
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（作業時間帯） 
第８条 受託者が現場にて行う本件業務の作業時間帯は、本エレベーターの故障・事故等が発生した場

合を除き、別紙仕様書で定める受託者の通常営業日における通常営業時間内に行うものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、受託者は、委託者の求めに応じて受託者の通常営業日外及び通常営業日

の通常営業時間外に作業を行うことができる。ただし、通常営業日外及び通常営業日の通常営業時間

外における作業の委託業務費は、委託者と受託者が協議して別途定めるものとする。 
（遠隔監視、遠隔点検） 
第９条 遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、受託者は、次に掲げる責務を負う。 

(1) 受託者が所有する遠隔監視装置又は遠隔点検装置をエレベーターに設置すること。 
(2) 受託者が所有するツール（効率的な遠隔監視又は遠隔点検のために有用な開発部品等をいう。以

下同じ。）をエレベーターに組み込み、又は取り付けること。 
(3) 受託者が前号のツールを所有しているときはその旨を別紙仕様書に記載すること。 

２ 委託者は、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、次に掲げる責務を負う。 
(1) 委託者の責に帰すべき事由による遠隔監視装置若しくは遠隔点検装置の修理又は取替え等に要す

る費用を負担すること。 
(2) 受託者が所有する遠隔監視装置、遠隔点検装置若しくはツールを移動、改造又は第三者に対し転

貸若しくは譲渡しないこと。 
３ 受託者は、本契約が終了したときは、遠隔監視装置、遠隔点検装置及びツールを取り外すことがで

きる。取り外し作業の日時は、委託者と受託者が協議して定める。 
（業務担当者） 
第１０条 受託者は、本契約締結後、速やかに、本契約の業務担当者を定め、その氏名及び別表３に示

す資格と実績の名称及び内容等を、委託者又は委託者が委託した者に通知しなければならない。ただ

し、緊急時の業務等、受託者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知をするこ

とで足りるものとする。 
２ 本契約の存続期間中において、受託者が業務担当者を変更したときも前項と同様とする。 
３ 受託者は、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者の代替要員を置

くことができる。代替要員を置くにあたっては、受託者はその旨を委託者に通知しなければならない

ものとする。 
（作業報告書等） 
第１１条 受託者は、本件業務の結果について、委託者に対し文書等で報告しなければならない。 
２ 受託者は、不具合、事故などに対応したときは、委託者に対し文書等で報告しなければならない。 
３ 受託者は、委託者の求めがある場合、本件業務の状況について委託者に対し必要に応じた説明をし

なければならない。 
４ 受託者は、本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに委託者に報告

すること。この場合、委託者及び受託者は、必要に応じて、その対応について協議を行うものとする。 
（書類の貸与等） 
第１２条 委託者は、受託者の求めに応じて、本エレベーターに関する次の各号に掲げる書類を受託者に

貸与し、又は閲覧させるものとする。 
(1) 建築確認・検査の関係図書（建築確認図書に添付された「保守・点検の内容」に関する書類を含

む。） 
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(2) 受託者以外の者が行った、本エレベーターの保守・点検、不具合、事故及び災害に関する過去の

作業報告書 
(3) 法定検査等に関する過去の報告書 
(4) 欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書（該当事案がある場合に限る。） 
(5) その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類（製造業者が作成した保守・点検に関す

る書類がある場合はそれを含む。） 
２ 受託者は、前項の書類の貸与を受けた場合において、本契約が終了したとき又は別紙仕様書の変更

等により不用となったときは、当該書類を速やかに委託者に返却しなければならない。 
（守秘義務） 
第１３条 受託者は、正当な理由なくして、本契約及びその遂行上知り得た秘密を第三者に漏洩しては

ならない。この契約が終了した場合も、同様とする。 
（個人情報の保護） 
第１４条 委託者及び受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及びC市個

人情報保護条例を遵守するものとする。受託者が個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、

同法の規定の趣旨に従った個人情報の取扱いを遵守するものとする。 
（権利義務の譲渡等の禁止） 
第１５条 委託者及び受託者は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約から生ずる権利又は義

務を第三者に譲渡すること又は承継させることはできない。 
（受託者の債務不履行責任） 
第１６条 委託者は、受託者が本契約に違反した場合において、委託者に損害が生じたときは、受託者

に対し、その賠償を請求することができる。ただし、受託者がその責めに帰すことができない事由に

よることを証明したときは、この限りではない。 
２ 委託者は、前項の損害が生じたことを知ったときは、受託者に対し、速やかに通知するものとする。 
３ 第１項本文の損害賠償額は、遅延利息も含めて総額１，０００，０００，０００円を上限とする。 
（契約の解除） 
第１７条 委託者及び受託者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当

の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは、本契約を解

除することができる。 
２ 委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずして本

契約を解除することができる。 
(1) 銀行の取引を停止されたとき、破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てをしたとき

又は破産、民事再生若しくは会社更生の申立てを受けたとき 
(2) 合併又は破産以外の事由により解散したとき 
(3) その他、本契約を解除する正当な理由が生じ、その是正を一定期間内に図るよう相手方に催告し

ても､相手方が是正をしなかったとき 
３ 前２項の規定にかかわらず、委託者は、受託者に対して、少なくとも９０日前に書面をもって解除

の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。この場合、受託者は、これによって

生じる受託者の損害の賠償を委託者に請求することはできない。 
４ 前３項による解除の効力は、将来に向かって生じるものとする。 
５ 第１項から第３項までにおける解除の場合、次の各号のとおりとする。 
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(1) 契約解除のときまでに行った本件業務に関して受託者が委託者に提出すべき作業報告書等がある

場合、委託者は、受託者に対し、その作業報告書等を請求することができる。また、すでに受託者

から委託者に交付されている作業報告書等がある場合、委託者は、これを利用することができる。 
(2) 受託者は、委託者に対し、契約が解除されるまでの間履行した本件業務の日数に応じた委託業務

費（以下「履行済委託業務費」という。）の支払いを請求することができる。履行した本件業務の日

数が一月に満たないときは、第４条第１項の定めに従い、計算するものとする。 
(3) 前号において、委託者が、委託業務費の一部又は全部を支払済の場合であって、履行済委託業務

費の額が当該支払済の委託業務費の額を超えるときは、受託者は、委託者に対し、その差額を請求

することができる。また、履行済委託業務費の額が当該支払済の委託業務費の額に満たないときは、

委託者は、受託者に対し、その差額の返還を請求することができる。 
６ 委託者及び受託者は、第１項及び第２項の規定により本契約を解除した場合において、損害がある

ときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。 
（本契約の有効期間） 
第１８条 本契約の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
（契約の更新） 
第１９条 委託者又は受託者は、その相手方に対し、本契約の有効期間が満了する日の少なくとも９０

日前に書面をもって解約の申入れを行わない限り、本契約は、当該有効期間が満了する日の翌日より

更に一年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、フルメンテナンス契約の場合には、自動更新の上限を本エレベーターの

検査済証（法第７条第５項又は法第１８条第２２項に基づく検査済証をいう。）の交付日から起算して

２０年に達するまでとし、以降は、委託者及び受託者の新たな合意により更新するものとする。 
（委託業務費等の変更） 
第２０条 委託者及び受託者は、本契約締結後の諸材料の価格、労務費等の変動、法令改正その他の事

由により第４条の委託業務費等を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することが

できる。 
（誠実義務等） 
第２１条 委託者及び受託者は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなけ

ればならない。 
２ 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、委託者及び受託者は、誠

意をもって協議するものとする。 
（合意管轄裁判所） 
第２２条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一

審管轄裁判所とする。 
（特記事項） 
第２３条 本契約における特記事項については、特記事項欄に記載するとおりとする。 
 
以下、委託者・受託者の住所（所在地）・氏名（名称）・代表者・押印等が適切になされているもの

とします。また、本契約に添付される別紙仕様書や別表、特記事項などについては、検討しないこ

ととし、省略します。また、契約は令和 2年 4月1 日付けで締結されているものとします。 
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