委

託

契

約

書

１

委託事業の名称

岡山県成功報酬型企業誘致 委託制度

２

業務委託の期間

令和

３

契 約 保 証 金

免除

年

月

日から令和

年

月

委託者岡山県 （以下「甲」という。 ）と受託者

日まで

（以下「乙」という。 ）

は、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項により委託契約を締結し、信義に
従って誠実にこれを履行するものとする。
（総則）
第１条

甲は、「岡山県成功報酬型企業誘致委託 制度実施要領」に基づき、指定区画に係

る企業誘致業務及びその附帯業務 （以下「委託業務」という。） を乙に委託し、乙はこ
れを受託するものとする。
２

乙は、「岡山県成功報酬型企業誘致委託 制度実施要領」及び「岡山県成功報酬型企業
誘致委託制度業務委託仕様書 」に基づき、業務委託の期間中、 委託業務を行わなければ
ならない。
（定義）

第２条

この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。
(1) 補助金

新岡山県企業立地促進補助金、新岡山県物流施設誘致促進補助金 及び岡山

県大型投資・拠点化促進補助金をいう。
(2) 県営産業団地
(3) 指定区画

県が造成し、又は分譲している一団の土地をいう。

県が本 制度の対象として指定する県営産業団地内の分譲区画をいう。

(4) 誘致対象企業

指定区画に補助金の交付対象施設を建設しようとする者であって、

補助金の交付要件を満たす者をいう。
(5) 企業誘致業務

指定区画に立地する 誘致対象企業の探索及び県と誘致対象企業が県

有財産に係る売買契約（貸付特約付を含む。以下 「県有財産売買契約」という。 ）を
締結するに至るまでの交渉に関する一切の業務をいう。
(6) 委託業者

県が業務委託契約を締結する者をいう。

(7) 消費税等相当額

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２条第１項第９号に規

定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準と
して課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。
（特約事項）
第３条

甲が乙以外の者に本制度の 業務委託を行う 場合において、 甲はその旨を乙に 明示

する義務を負わないものとする。
（権利義務の譲渡等の禁止）
第４条

乙は、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、あらかじめ書面により甲の 承諾を得たときは、この限りでない。
（再委託等の禁止）
第５条

乙は甲があらかじめ書面により 承諾した場合を除き、 委託業務の一部又は全部を

第三者に委託し、 又は 請け負わせてはならない。

（指定区画の 通知等）
第６条
２

指定区画は、別紙「指定区画一覧」 に示すとおりとする。

甲は、誘致対象企業との 県有財産売買契約締結等により指定区画の指定を 取り消した
とき、指定区画に係る不動産の表示等を変更したとき、 又は新たな区画を指定したとき
は、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
（業務報告等）

第７条

甲は、乙に対して委託業務 の状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は これら

の業務の状況を調査することができる。
（資料提供等 ）
第８条

甲は、乙に対して企業誘致業務の遂行に必要な資料又は情報の提供及び説明その

他必要な協力を行わなければならない。
（企業誘致業務の 完了 ）
第９条

乙が行う委託業務は、乙が甲に紹介した誘致対象企業が、甲と県有財産売買契約

を締結した後 に、次に掲げる場合のいずれかに該当したときに 完了 するものとする。
(1) 県有財産売買契約が貸付特約付でない ものであって、当該県有財産売買契約に係る
所有権移転及び買戻特約の登記が完了したことを 甲が確認した場合
(2) 県有財産売買契約が貸付特約付である ものであって、当該県有財産売買契約に係る
契約保証金の納付が完了したことを 甲が確認した場合
２

甲は、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき は、直ちにその旨を乙に 報告
しなければならない。

３

乙は、前項の規定 により 、甲から報告を受けた ときは、甲に対して、委託業務 に係る
委託料を書面により請求することができる。
（委託料の支払）

第１０条

甲は、前条第３項の規定により乙から適正な請求があった日から３０日以内に

乙に委託料を支払わなければならない。
２

甲が支払期日までに乙に対して委託料を支払わないときは、甲は当該期間 の満了の日
の翌日から支払日までの日数に応じ、未払の金額につき年 ２．５パーセントの割合で算
定した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に １００円未満
の端数があるときは、乙は、当該端数を請求しないものとする。
（委託料の額）

第１１条

前条に規定する委託料の額（消費税等相当額を含む。）は、指定区画の売買に

係る代金の額 に３％を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。この場合において、
１円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる ものとする 。
（委託期間の 更新）
第１２条
２

この契約に 係る委託期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができる。

前項の規定により 委託期間の更新をしようとするときは、委託期間の満了に際して甲
から乙に対し てその旨を申し出るものとする。

３

前２項の規定による委託期間の 更新に当たり、甲乙間でこの契約の内容について別段
の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなす。
（契約の解除）

第１３条

甲又は乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしな

いときには、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がな
いときは、この契約を解除することができる。
２

甲は、乙が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) この契約に係る業務について信義に従って誠実に履行する義務に違反したとき。
(2) この契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げ なかった
とき又は不実のことを告げる行為をしたとき。
(3) 不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(4) 甲の調査を妨げたとき又は偽りその他 の不正の行為があると認められ たとき。
(5) 乙の役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明し
たとき。
(6) その他この契約に違反したと認められるとき。
（違約金）
第１４条

前条の規定により、甲がこの契約を解除したときは、甲は、乙に対し て違約金

を請求することが できるものとする。
２

前項の違約金の額は、甲がこの契約の事務の処理に要 した費用の額を超えることはで
きない。
（損害賠償責任）

第１５条

委託業務の実施に関して生じた損害 （第三者に及ぼした損害を含む。 ）につい

ては、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙がその賠償の責めを負うものとす
る。（機密の保持 ）
第１６条

乙は、委託業務の実施に当たって知り得た甲 又は誘致対象企業 に係る情報を甲

及び誘致対象企業 の承諾なく公表し、又は第三者に漏らしてはならない。
２

乙が委託業務の実施に当たって 甲又は誘致対象企業から提供を受けた 資料は、乙の責
任において保管するものとし、その取扱いについては、 当該資料を 提供した者の指示に
従うものとする。
（個人情報の保護 ）

第１７条

乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記 「個人情

報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
（合意管轄裁判所）
第１８条

この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による管轄裁判

所とする。
（その他）
第１９条

この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、

必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その
一通を保有する。
令和

年

月

日
甲

岡山県岡山市北区内山下二丁目 ４ 番６号
岡山県
岡山県知事

乙

伊原木

隆太

別記
個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１

乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、岡山県個人情報保護条例（平成１４年岡山
県条例第３号）等関係法令の規定に従い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

乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはな

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。
２

乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、
この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこ
と、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項
を周知するものとする。
（収集の制限）

第３

乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、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。
（個人情報の適正管理）
第４

乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防

止その他の当該個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
（利用及び提供の制限）
第５

乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た

個人情報をこの契約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。
（再委託）
第６

乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはなら

ない。
（個人情報の返還又は廃棄）
第７

乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若

しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指
示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
（点検の実施）
第８

乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報

の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
（事故時の対応）
第９

乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる
個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、
甲の指示に従わなければならない。

別紙「指定区画一覧」
１

最終異動 日：令和３年３月３１ 日

２

指定区画数：全２区画

３

指定区画に係る不動産の表示等
指定番号

第３号

名

称

県営真庭産業団地

所

在

真庭市中原字中原２０２番１８

地

目

雑種地

地

積

１１，７０５平方メートル（公簿）

指定状況

指定年月日：平成３１年３月２５日

売買代金の額

南１８号地

複数の不動産鑑定士による鑑定評価額（１平方メートル当たり単価）
の平均額に地積を乗じて得た額

指定番号

第５号

名

称

県営久米産業団地

所

在

津山市くめ字団地５０番７５

地

目

雑種地

地

積

２７，０２６平方メートル

指定状況
売買代金の額

４－２号地

指定年月日 ： 平 成 ３ １ 年 ３月２５日
複数の不動産鑑定士による鑑定評価額（１平方メートル当たり単価）
の平均額に地積を乗じて得た額

