
請 負 契 約 書（案） 

 

         

１．件    名   羅臼海域におけるトド捕獲手法検討のための箱網設置等業務及び 

トド捕獲補助等業務 

 

２．仕様・規 格      別紙仕様書のとおり 

                                             

３．契 約 金 額      ￥○，○○○，○○○．－ 

（内、消費税及び地方消費税の額￥○○○，○○○．－） 

（注）｢消費税及び地方消費税の額｣は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定に 

より算出されたもの並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算 

出されたものである｡ 

 

４．業 務 期 限      令和３年 ２月１２日 

 

５．業 務 場 所   北海道目梨郡羅臼町知床岬～北海道目梨郡羅臼町植別川河口間 

根室海峡指定海域 

 

６．検 査 場 所      北海道釧路市桂恋１１６番地 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

釧路庁舎 

 

７．契約保証 金      免除 

 

 上記件名（以下「業務」という。）の請負について、国立研究開発法人水産研究・教育

機構水産資源研究所管理部門釧路拠点長 伊藤 正木（以下「甲」という。）と、【契約

相手方】（以下「乙」という。）との間に上記各項及び次の契約条項により、請負契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有す

る。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

      甲   北海道釧路市桂恋１１６番地 

          国立研究開発法人水産研究・教育機構  

           水産資源研究所管理部門釧路拠点長 伊藤 正木   印 

 

 

      乙      【契約相手方】                     印 



契 約 条 項 

 

第１条 甲または甲の指定した職員は、乙に対して頭書の仕様に基づき業務を行うよう指

示するものとする。 

 

２．疑義が生じたときは甲、乙協議して決定する。 

 

第２条 甲は、業務について監督をする必要があると認めた場合は、甲が命じた監督のた

めの職員（以下「監督職員」という。）に監督をさせまたは必要な指示をさせることが

できるものとする。 

 

２．乙または乙の使用者は、前項に定める監督職員の指示に従わなければならない。 

 

第３条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、業務が完了できない場合は、甲に対

し遅延する理由及び業務完了予定期限等を明らかにした書面を提出して、業務期限の延

長の承認を受けなければならない。 

 

第４条 甲は、乙がその責に帰する理由により期限内に、業務を完了しなかった場合は、

前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し遅滞金を請求することができるものと

する。ただし、当該遅延が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、

この限りでない。 

 

２．前項に定める遅滞金は、業務期限の翌日から業務完了の日までの遅滞日数１日につき、

契約金額に年５％を乗じて得た額とする。 

 

３．第１項に定める遅滞金の請求は、甲が第１２条に定めるこの契約を解除した場合にお

ける違約金の請求を妨げない。 

 

第５条 乙は、業務を完了した場合は、甲に対し業務を完了した旨を通知するとともに業

務報告書を提出し、甲が命じた検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査

を受けなければならない。 

 

第６条 検査職員は、前条の通知を受けた日から１０日以内に当該業務について検査を行

うものとする。 

 

２．乙または乙の使用者は、検査に立ち会い検査職員の指示に従って、業務の検査に必要

な措置を講ずるものとする。 

 

３．前項の場合において、乙または乙の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、

乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果につい

て異議を申し立てることができない。 

 

４．検査職員は、業務の全部または一部について不適当な個所を発見した場合は、乙に対

し業務のやり直しを請求することができる。この場合、乙は、ただちに当該業務のやり

直しをしなければならない。 

 



５．業務の検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。 

 

第７条 乙は、業務の成果に対して業務完了後１年間は、当該業務について保証するもの

とする。 

 

２．業務完了後１年以内に当該成果に瑕疵が発見された場合は、その期間において、甲は

乙に対し、相当の日時を定めて当該瑕疵を補修させることができる。 

 

３．前項の場合において、その瑕疵により甲が契約した目的を達することができない場合

には、その期間内において、甲は、契約の解除をすることができる。この場合において、

乙が損害をこうむることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。 

 

４．甲は、当該成果の瑕疵により不当な損害をこうむった場合には、乙に対してその瑕疵

によりこうむったすべての損害賠償を請求することができる。 

 

第８条 乙は、業務を完了し、検査職員の検査に合格した場合は、契約金額を所定の手続

きにより甲に請求できる。 

 

第９条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定

期間」という。）に請求金額を乙に支払うものとする。ただし、受理した乙の支払請求

書が不適当のために乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を

受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。 

 

第 10 条 乙は、甲が約定期間内に請求金額を支払わない場合は、甲に対し、遅延利息を

請求することができるものとする。 

 

２．前項に定める遅延利息は、遅延日数１日につき年２．６％の割合で計算した額とする。

ただし、遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、

その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

３．支払遅延が、天災その他やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、

約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。 

 

第 11 条 乙は、業務の遂行にあたり、甲の庁舎施設、器物等を破損または滅失した場合

及び甲の職員またはその他の者に対し損害を与えた場合はただちに甲に報告しその指示

に従い、損害について賠償しなければならない。 

 

第 12 条 甲は、次の各号の一に該当する場合はこの契約の全部または一部を解除するこ

とができる。この場合において、乙が損害をこうむることがあっても、甲は、その責を

負わないものとする。 

 

（１）天災その他、乙の責に帰することのできない理由により、乙が解約を申し出て甲が

承認した場合 

 

（２）乙がこの契約に違反しまたは違反するおそれがあると認められる場合 

 



（３）乙が正当な理由がなく、契約上の義務を履行せずまたは履行する見込がないと認め

られる場合 

 

（４）乙が破産の宣告を受けた場合またはそのおそれがあると認められる場合 

 

（５）この契約の履行にあたり、乙または乙の使用者に不正の行為があった場合 

 

（６）乙または乙の使用者が、第５条に定める検査職員の検査を妨げた場合 

 

（７）前各号に掲げる理由以外の理由により、乙が解約を申し出た場合 

 

第 13 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として

契約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 

 

（１）前条第２号から第７号までの規定によりこの契約が解除された場合 

 

（２）乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務に

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）乙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）乙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）乙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．甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害につい

て、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 

 

第 14 条 乙は、業務の全部を一括して第三者に再委託し又は請け負わせてはならない。 

 

２．乙は、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合に限り、業務の一部を第三者に再

委託し又は請け負わせることができる。 

 

３．前項に基づく第三者の使用は、全て乙の責任及び費用負担において行い、当該第三者

の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由

とみなす。 

 

第 15 条 乙は、書面による承認を得ないで、この契約により生ずる権利及び義務を、第

三者に譲渡し若しくは承継させてはならない。 

 



第 16 条 法令の制定または改廃による統制額の設定若しくは改定または予期することが

できない理由に基づく経済状勢の激変等により頭書に定める契約金額が著しく不適当で

あると認められる場合は、甲、乙協議して変更することができるものとする。 

 

第 17 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は

一部を解除することができる。 

 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して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条又は

第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法

第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知

を行ったとき。 

 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占

禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公

訴を提起されたとき。 

 

２．乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やか

に、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

第 18 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２

（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措

置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む｡）の規定による課徴金納付命令

を行い、当該納付命令が確定したとき。 

 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は

第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む｡）に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若

しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

 

２．乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当す

る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 



（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第６項の

規定の適用があるとき。 

 

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の

代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む｡）が違反行為の首謀者である

ことが明らかになったとき。 

 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

 

３．乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

 

４．第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

第 19 条 この契約により、甲が乙から収得すべき遅滞金及び違約金等がある場合は、甲

は、その選択により乙に対し支払うべき金額と相殺しまたは別に徴収することができる

ものとする。 

 

第 20 条 甲、乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の

履行にあたり、甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議して定めるものとする。 

  



業 務 仕 様 書           

 

 

１．件  名  羅臼海域におけるトド捕獲手法検討のための箱網設置等業務及び 

        トド捕獲補助等業務 

 

２．業務目的    本業務は、トド生体捕獲用の箱網を準備・設置・運用し、生体捕獲の手法

を検討すること、及び生体捕獲できた場合はトドの回遊経路・移動様式を明

らかにするため衛星標識を装着し放逐することを目的とする。 

 

３．業務場所   北海道目梨郡羅臼町知床岬～北海道目梨郡羅臼町植別川河口間 

根室海峡指定海域 

なお、指定海域図は以下のとおり。 

 

４．業務期間  自）契約締結日 

        至）令和３年 ２月１２日 

 

但し、下記５．業務内容Ⅰ－３）及び４）、業務内容Ⅱにかかる業務期間

は以下のとおりとする。 

 

        自）令和２年１２月２１日 

        至）令和３年 １月３１日 

 

５．業務内容   ２件の業務について、それぞれ以下のとおり業務を実施すること。 

 

 

 

 

 



Ⅰ．羅臼海域におけるトド捕獲手法検討のための箱網設置等業務 

 

１）調査内容 

本調査は、トド捕獲手法検討のために生体捕獲手法を開発することを目的とし、羅

臼海域に設置した箱網によるトド入網状況の調査を行う。 

 

２）箱網準備業務 

本調査において使用する箱網について、請負業者の所有する網を用いるものとし、

トドの捕獲手法検討に係る資材一式については請負業者が新たに用意をすること。 

 

① 箱網：外周１２０ｍ程度 

② アンカー：２０個程度 

③ 垣網：長さ１００ｍ程度 

 

３）箱網設置業務 

上記Ⅰ－２）で準備した箱網および垣網について、上記３．業務場所の指定海域へ、

以下のとおり設置すること。 

 

① 設置する詳細な地点については、請負業者と担当職員が協議の上、決定する。 

② 設置する期間については、上記４．業務期間に指定する期間において、常時設置す

ること。但し、天候及び海況等の予期せぬ事情により、設置し続けることが困難とな

った場合は、この限りではない。 

 

４）設置網確認及び記録業務 

上記Ⅰ－３）で設置した箱網について、以下のとおり入網状況の確認及び必要事項

の記録を行うこと。 

 

① 確認方法については、箱網を上部より、トドの入網があるかを確認する。 

② 確認した後は、箱網を所定の位置へ改めて設置し直すこと。 

③ 網地等に軽微な破損がみられる場合は、船上においてこれを修復すること。 

④ 確認期間については、上記４．業務期間に指定する期間において、毎日に行うこと。

但し、天候及び海況等の予期せぬ事情により、確認が困難な場合は、この限りではな

い。 

⑤ 確認内容については、別添の記録用紙へ記録を行うこと。 

 

５）完了報告等 

上記Ⅰ－４）で記録した記録用紙、完了報告書を提出及び納品することにより、業務

完了とする。 

 



Ⅱ．トド捕獲補助等業務 

 

１）調査内容 

本調査は、トドの回遊経路及び移動様式を明らかにすることを目的とし、箱網で捕

獲されたトドに衛星標識を装着し、放逐する調査を行う。 

 

２）トド放逐予定頭数 

衛星標識を取付けて放逐するトドの調査実施頭数は３頭とする。但し、上限を４頭

とし、トドの捕獲頭数が上限を超えた場合は衛星標識を取り付けることなく放逐する。 

 

注 トドの予定頭数は過去の混獲実績に基づき算出したものであるが、見積金額を算定

するために提示するものであり、契約期間における捕獲頭数を補償するものではない。 

 

３）トド捕獲報告及び衛星標識取付 

上記Ⅰ－４）の業務においてトドの捕獲があった場合は、以下のとおり業務を実施

すること。 

 

① トドの捕獲があった場合、指定する漁港へ水揚げし、別途指示する担当職員へ、捕

獲された旨の報告を行うこと。但し、上記Ⅱ－２）で定める捕獲頭数の上限に達して

いた場合、取付を行わないため水揚げは行わず、報告のみとする。 

② 水揚げされた報告を受けた場合は、担当職員が現地到着の後、衛星標識を取付する。

なお、衛星標識の取付は担当職員が行う。 

 

４）トド放逐方法 

上記Ⅱ－３）で衛星標識を取付けたトドについて、以下のとおり放逐すること。 

 

①  トドを放逐する地点及び日時については、請負業者と担当職員が協議の上、決定

する。但し、天候及び海況等の予期せぬ事情により、予定された地点及び日時での放

逐が困難となった場合は、改めて協議すること。 

② トドの放逐地点は上記３．業務場所の海域内を予定する。請負業者は、予定海域で

放逐するために必要な船舶及び船員等を手配し、請負業者の責によりこれを行うこと。 

 

５）完了報告等 

上記Ⅱ－４）の放逐が完了した都度、完了報告書を当所へ提出すること。 

 

６．その他 

 ①トドの採捕に掛かる許認可申請等については、当所において行う。 

 ②詳細については担当職員の指示に従うこと。 

 

 

 


