
別府市告示第２０９号 

 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び第１６７条の１０の２第６項並びに別府市契約事務規則（平

成２年別府市規則第４６号）第２２条の規定に基づき公告する。 

 

平成 30 年 5 月 25 日 

別府市長  長 野  恭 紘 

 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1)  事業名称：別府市亀川地区市営住宅集約建替事業（以下「本事業」という。） 

(2)  事業場所：別府市大字内竃 1226 番地 外 

(3)  事業概要：選定事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。 

ア 建替住宅整備業務 

(ｱ) 設計業務 

   (ｲ) 建設業務 

   (ｳ) 工事監理業務 

(ｴ) 余剰地等整備計画業務 

(ｵ) 交付金申請関連業務 

イ 既存施設解体業務（内竈住宅・浜田住宅） 

(ｱ) 解体撤去設計業務 

(ｲ) 解体撤去工事業務 

(ｳ) 解体撤去工事監理業務 

(ｴ) 交付金申請関連業務 

ウ 入居者移転支援業務 

(ｱ) 仮移転支援業務 

(ｲ) 本移転支援業務 

(ｳ) 退去者支援業務 

(ｴ) 住替え希望者支援業務 

(ｵ) 交付金申請関連業務 

エ  余剰地活用業務（任意提案） 

(4)  事業手法 

本事業は，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以 

下「ＰＦＩ法」という。）に基づき，ＢＴ（Build Transfer）方式により実施する。 

選定事業者は、亀川住宅、内竈住宅及び浜田住宅を解体・撤去し、新たに建替住



宅を設計・建設後、市に所有権を移転し、本事業期間中に入居者移転支援業務を実

施する。 

(5)  事業期間 

事業契約締結日の翌日から平成 35 年１月末日まで 

(6)  選定事業者の収入 

本事業における選定事業者の収入は、建替住宅整備業務に係る対価（以下「建替

住宅整備費」という。）、既存施設解体撤去業務に係る対価（以下「既存施設解体

費」という。）及び入居者移転支援業務に係る対価（以下「移転支援費」という。）

から構成する。 

なお、詳細については入札説明書による。 

(7)  予定価格 

   本事業の予定価格は次のとおりである。 

予定価格 ：4,936,822,052 円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

比較価格 ：4,571,131,530 円 （消費税及び地方消費税を除く。） 

(8)  最低制限価格 設定しない。 

(9)  本入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２に規定する総合評価一般競争

入札による。 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

(1)  応募者の構成 

ア 本件入札に参加する者は、設計業務に当たる者、建設業務に当たる者、工事監理 

業務に当たる者及び入居者移転支援業務に当たる者の複数の企業（以下「構成企業」

という。）により構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とす

る。 

イ 落札者が本事業を遂行するために会社法に定める株式会社として特別目的会社

（以下「ＳＰＣ」という。） を設立することも可能とする。なお、ＳＰＣを設立 

する場合は、次の要件を全て満たすこと。 

(ｱ) 落札者となった入札参加グループの構成企業のうち代表企業及び建設企業は、 

必ずＳＰＣに出資すること。 

(ｲ) 代表企業は、ＳＰＣの出資者のうち最大の出資を行うこと。 

(ｳ) 出資者である構成企業は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を保有するも

のとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定

その他の一切の処分を行わないこと。 

(ｴ) ＳＰＣは、特定事業契約の仮契約の締結までに設立すること。 

(ｵ) ＳＰＣから直接業務を受託することができるのは、構成企業のみとすること。 

ウ 建設企業の内、別府市内に本店を有する者を構成企業として、１者以上入れる



こと。ただし、別府市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な

資格及び資格審査の時期等に関する告示（昭和 55 年別府市告示第 176 号）による

入札参加資格「建築一式工事」の認定を受けている者であること。 

(2) 代表企業の選定 

ア 入札参加者は、構成企業の中から代表企業を定め、資格審査時に明らかにする

こと。なお、代表企業は、建設企業に限るものとする。 

イ 代表企業は、本事業に係る資格審査の申請、入札手続き及び落札者となった場

合の契約協議など市との調整・協議等における窓口役を担うほか、本事業に係る

業務のすべてについて責任を負うものとする。 

(3)  複数業務の禁止 

同一者が複数の業務に当たることを妨げない。ただし、建設企業と工事監理企 

業を同一の者、又は資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねてはならない。 

※「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超え

る議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている

者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有してい

る役員を兼ねている者をいう。以下同じ。 

(4) 複数提案の禁止 

入札参加者グループの構成企業及びこれらの企業と資本面もしくは人事面に 

おいて関係のある者は、他の入札参加者グループの構成企業になることができな

い。 

(5)  各業務を行う者の参加資格要件 

ア 構成企業の共通参加資格要件 

構成企業は、次のいずれにも該当しない者とする。 

(ｱ)  別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有す

る者に対する指名停止等措置要領（昭和 60 年別府市告示第 76 号）に基づく指

名停止の措置を受けている者。 

(ｲ) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定に 

該当する者。 

(ｳ) 入札説明書に示す選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面又は

人事面において関連のある者。 

(ｴ)  市が本事業について、別府市亀川地区市営住宅集約建替事業におけるＰＦＩ

アドバイザリー委託業務を委託した以下の者と資本面又は人事面において関連

のある者。 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社 

・日比谷パーク法律事務所 

(ｵ) 次のいずれかに該当する者 



a  法人でない者。 

b 次のいずれかに該当する破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない法人 

又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。 

(a)旧会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条第１項若しくは第２項又は

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項若しくは第２項の規定に

基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。た

だし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

(b)民事再生法（平成 12 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定に基 

づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただ 

し、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

(c)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）

第 64 条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項の規定

による会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされて

いる者。 

(d) 旧破産法（大正 11 年法律第 71 号）又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）

に基づき破産の申立て、又は旧和議法（大正 11 年法律第 72 号）に基づき和議

開始の申立てがなされている者。 

ｃ 役員のうち次のいずれかに該当する者がある法人。 

(a) 成年後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われ

ている者。 

(b) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同

様に取り扱われている者。 

(c) 禁固以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む）に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経

過しない者。 

(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第二条第六号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）

又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(e) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人 

が上記のいずれかに該当する者。 

d  暴力力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事 

業活動を支配する法人。 

e その者の親会社等が b から d までのいずれかに該当する法人。 

イ 構成企業の個別参加資格要件 

設計企業、建設企業、工事監理企業及び移転支援企業は、上記アの要件の他に 

それぞれ次の資格要件を満たすこと。なお、落札者がＳＰＣを設立する場合にあ



っては、ＳＰＣ から(ｱ)から(ｴ)の企業として業務を受託する者も同様とする。 

(ｱ)設計企業 

設計企業が１社で業務を実施する場合は、次のa～gの要件をすべて満たすこと。

複数の設計企業で業務を分担する場合は、統括する設計企業を置くものとし、統

括する設計企業は、次の a～ｆの要件を満たし、その他の設計企業は、b及び g の

要件を満たすこと。ただし、上記以外にも設計企業がある場合は、a 及び b または

b 及び g の要件を満たすこと。 

a  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務

所の登録を行っていること。 

b  別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及

び資格審査の時期等に関する告示（昭和 60 年別府市告示第 269 号）による「建

設コンサルタント等業務」の入札参加資格認定を受けている者であること。 

c  沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店

等があること。 

d  平成 20 年４月１日以降に完了した、次の要件をすべて満たす共同住宅（ワン

ルームマンションを除く。以下同じ。）の新築工事に伴う実施設計を元請け（共

同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のものに限る。）として

履行した実績を有すること。 

 (a) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

 (b) ５階建て以上 

e  平成 20 年４月１日以降に完了した、公共施設新築工事に伴う実施設計を元請

け（共同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のものに限る。）と

して履行した実績を有すること。 

f  設計企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的

な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管理等を行

う者をいう。）を配置できること。 

g  都市計画法第 30 条の規定による申請書のうち、同法 31 条に定める設計図書の

作成の実績を有していること。当該実績は、開発面積１ha 以上の開発行為に係る

ものであり、かつ、平成 20 年４月１日以降に完了したものとする。 

(ｲ) 建設企業 

建設企業は、１社で業務を実施する場合は、次の a～f の要件をすべて満たす

こと。複数の建設企業で業務を分担する場合は、統括する建設企業を置くものと

し、統括する建設企業は、次の a～f の要件をすべて満たし、その他の建設企業

は、少なくとも a及び b の要件を満たすこと。 

a 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による特定建設業の 

許可を受けていること。 



b 別府市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資

格審査の時期等に関する告示による入札参加資格認定を受けている者であるこ

と。 

c  上記 bにおいて、建築一式工事について、Ａ等級の格付を受けている者であ

ること。 

d 平成 20 年４月１日以降に完了した、次の要件をすべて満たす共同住宅（ワン

ルームマンションを除く。以下同じ。）の新築工事を元請け（共同企業体による

ものである場合は、出資比率 30％以上のものに限る。）として履行した実績を

有すること。 

 (a) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

  (b) ５階建て以上 

e  平成 20 年４月１日以降に完了した、公共施設新築工事を元請け（共同企業体

によるものである場合は、出資比率 30％以上のものに限る。）として履行した

実績を有すること。 

f 建設企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な

雇用関係にあり、次の要件をすべて満たす建設業法 26 条第２項の規定による監

理技術者を専任で施工現場に配置できること。 

 (a) 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法

第 15 条第２号ハの規定による認定を受けたものであること。 

(b) e を満たす公共施設新築工事の施工管理の実績を有していること。(ただし、

工事完了年月日は求めない) 

   (c) 建設業法第 27 条の 18 第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資

格者証及び監理技術者講習終了証（監理技術者講習終了履歴）を有している

こと。 

(ｳ) 工事監理企業 

工事監理企業は、１社で業務を実施する場合は、次の a～fの要件をすべて満た

すこと。複数の工事監理企業で業務を分担する場合は、統括する工事監理企業を

置くものとし、統括する工事監理企業は、次の a～fの要件をすべて満たし、その

他の工事監理企業は、少なくとも a 及び b の要件を満たすこと。 

a  建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

b  別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及

び資格審査の時期等に関する告示による「建設コンサルタント等業務」の入札

参加資格認定を受けている者であること。 

c 沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店

等があること。 

d 平成 20 年４月１日以降に完了した、次の要件をすべて満たす共同住宅（ワン



ルームマンションを除く。以下同じ。）の新築工事に伴う工事監理を元請け（共

同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のもの限る。）として履

行した実績を有すること。 

 (a) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 

 (b) ５階建て以上 

e 平成 20 年４月１日以降に完了した、公共施設新築工事に伴う工事監理を元請

け（共同企業体によるものである場合は、出資比率 30％以上のもの限る。）と

して履行した実績を有すること。 

f 工事監理企業と資格審査受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒

常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（工事監理業務の技術上の

管理等を行う者をいう。）を配置できること。 

(ｴ) 移転支援企業 

移転支援企業は、１社で業務を実施する場合は、次の a 及び b の要件をすべて

満たすこと。複数の移転支援企業で業務を分担する場合は、統括する移転支援企

業を置くものとし、統括する移転支援企業は、次の a 及び b の要件をすべて満た

し、その他の移転支援企業は、aを満たすこと。 

a 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）の規定による宅地建物取引業の

免許を有すること。 

b 沖縄県を除く九州管内に本店又は支店等があること。 

(3)  参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、資格審査受付日とする。 

(4)  参加資格の喪失 

ア 参加資格確認基準日の翌日から開札日までの間、入札参加グループの構成企業の

いずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、当該入札参加者は入札に参加できな

い。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合は、当該

入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する

構成企業を補充し、入札参加資格等を確認の上、市が認めた場合は、入札に参加で

きるものとする。 

イ 開札日の翌日から落札者決定日までの間、入札参加グループの構成企業が入札参

加資格要件を欠くに至った場合、市は当該入札参加者を落札者決定のための審査対

象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠くに至った

場合で、当該入札参加者が、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加

資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加資格の確認及び入札参加者の事業能

力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該入

札参加者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものと

する。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構



成企業が入札参加資格を欠いた日とする。 

 

３ 入札に関する手続等 

(1) 事務局・問合せ先 

   別府市建設部施設整備課施設整備第 1係 

住所：大分県別府市上野口町１番１５号 

   ＴＥＬ：０９７７－２１－１４８３ 

   ＦＡＸ：０９７７－２２－９４７８（建設部共有） 

E-mail:kamegawa.pfi@city.beppu.lg.jp 

(2) 入札説明書等の公表 

別府市亀川地区市営住宅集約建替事業入札説明書等の公表を次のとおり行なう。

また、別府市のホームページからダウンロードすることができる。 

URL https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/kensetukouji/ 

ホームページにて公表する書類の閲覧及び要求水準書添付資料の配付を以下の

とおり実施する。 

ア 閲覧及び配付期間 

平成 30 年５月 28 日（月）から平成 30 年６月７日（木）まで。ただし、土曜 

日、日曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日を除く午前９時から午後５

時まで。 

※ホームページからの閲覧、ダウンロードに関しては、日時等の指定を設けないも

のとする。 

イ 閲覧及び配付場所 

事務局とする。 

ウ 閲覧及び配付資料 

   閲覧資料：入札公告、入札説明書、要求水準書、要求水準書添付資料、落札者決

定基準、様式集、基本協定書（案）、事業契約書（案） 

   配付資料：要求水準書添付資料（DVD） 

(3) 入札説明書等に関する説明会・現地見学会 

詳細については入札説明書による。なお、入札説明書等については各自持参する

こと。 

 (4) 入札説明書等に関する質問の受付 

詳細については入札説明書による。 

(5) 入札説明書等に関する質問への回答 

詳細については入札説明書による。 

 (6) 入札参加資格審査の受付 

詳細については入札説明書による。 



 (7) 入札参加資格審査結果の通知 

詳細については入札説明書による。 

 (8) 入札参加資格審査結果への理由説明の受付 

詳細については入札説明書による。 

 (9) 対話の実施 

詳細については入札説明書による。 

(10) 対話による共有認識事項・質問回答等の通知 

詳細については入札説明書による。 

(11) 入札提案書類の受付 

詳細については入札説明書による。 

(12)  開札 

 開札日時については、最終審査対象者（基礎審査通過者）に書面により通知する。 

(13)  プレゼンテーション及びヒアリング 

提案書類審査にあたって、入札参加者に対するプレゼンテーション及びヒアリン

グを実施する。実施する場合の実施時期は平成 30 年 10 月上旬を予定している。日

時、場所、プレゼンテーション及びヒアリング内容等は、事前に代表企業に通知す

る。 

(14) 入札価格の算定方法 

詳細については入札説明書による。 

(15) 入札参加に関する留意事項 

ア  公正な入札の確保 

詳細については入札説明書による。 

イ 入札参加に伴う費用負担 

入札参加に伴う費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

ウ 入札提案書類作成要領 

詳細については入札説明書及び様式集による。 

エ 入札のとりやめ等 

詳細については入札説明書による。 

オ 入札の辞退 

詳細については入札説明書による。 

カ 入札参加者が１者の場合の措置 

入札参加者が１者であっても、提案書類審査、入札を行ない、落札者を決定する。 

キ 入札の無効 

入札参加資格がない者及び虚偽の申請を行った者の行った入札並びに入札説明書

において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、市

により入札参加資格の確認を受けた者であっても、確認の後、入札参加資格を失っ



た場合は、入札を無効とする。 

ク 入札提案書類の取り扱い 

詳細については入札説明書による。 

 

４ 落札者の決定 

本事業における事業者の選定は、落札者決定基準に基づき、別府市亀川地区市営住 

宅集約建替事業に伴う事業者選定委員会の評価を経て、総合評価一般競争入札方式に

より落札者を決定する。 

なお、詳細については落札者決定基準による。 

 

５ 本契約締結までの取り扱い 

本契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

２年別府市条例第１７号）第２条の規定に該当するので、落札者とは仮契約を締結し、

議会の議決を得た後に正式契約となるものである。なお、議会の議決を得られなかっ

たことにより落札者に損害が生じても、市は、一切の責めを負わない。 

 

６  事業契約に関する事項 

(1) 基本協定の締結 

市と落札者は、入札説明書等及び入札提案書類に基づき基本協定を締結する。こ

の基本協定の締結により、落札者を選定事業者とする。 

(2) 選定事業者との仮契約の締結 

市は、基本協定に基づいて選定事業者と本事業についての仮契約を締結する。 

落札者決定日の翌日から事業契約締結までの間、落札者が基本協定を締結しないも

しくは選定事業者が事業契約を締結しない場合には、総合評価一般競争入札の総合

評価における次点の落札候補者と事業契約締結の手続きを行う場合がある。 

(3) 事業契約に係る議会の議決（本契約の締結） 

仮契約は、市議会の議決を経て本契約となる。 

(4) 契約を締結しない場合 

落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、落札者となった入札参加グル

ープの構成企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、市は落札者と特定事業契

約を締結しない場合がある。この場合において、市は落札者に対して一切の費用負

担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠く

に至った場合で、当該落札者が、参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加

資格を有する構成企業を補充し、市が入札参加資格の確認及び落札者の事業能力を

勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該落札者

と特定事業契約を締結する。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確



認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。 

(5) 特別目的会社（ＳＰＣ）を設立する場合の特例 

落札者が本事業を遂行するために会社法に定める株式会社としてＳＰＣ を設立す

る場合には、市は落札者と契約内容の明確化のための協議を行い、当該協議の内容

に基づき、ＳＰＣ と特定事業契約を締結するものとする。ＳＰＣ は特定事業契約

の仮契約の締結までに設立すること。 

(6) 費用の負担 

契約書の作成に係る落札者又は選定事業者側の弁護士費用、印紙代等、契約書の

作成に要する費用は、落札者又は選定事業者の負担とする。 

(7) 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

(8) 契約保証金 

選定事業者は、市に対し、建替住宅整備費（サービス対価Ａ）及び既存施設解体費

（サービス対価Ｂ）の合計金額（本契約の締結日において適用される税率の消費税 

及び地方消費税を含む。）の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付する

ものとする。 

ただし、契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 

ア 契約保証金に代わる担保となる利付き国債 

イ 市が確実と認める金融機関の保証 

ウ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項

に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 

また、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除することができる。 

エ 事業者が保険会社との間に市を被保険者とし、建替住宅整備費（サービス対価Ａ）

及び既存施設解体費（サービス対価Ｂ）の合計金額（本契約の締結日において適用

される税率の消費税及び地方消費税を含む。）の 100 分の 10 以上に相当する金額を

保証金額とする履行保証保険契約を締結したとき。 

オ 市が事業者から委託を受けた保険会社との間で建替住宅整備費（サービス対価Ａ）

及び既存施設解体費（サービス対価Ｂ）の合計金額（本契約の締結日において適用

される税率の消費税及び地方消費税を含む。）の 100 分の 10 以上に相当する金額を

保証金額とする工事履行保証保険契約を締結したとき。 

 

７ 支払条件 

詳細については入札説明書による。 

 

８ その他 

（1）この公告に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、



地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めると

ころによる。 

（2）申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名

停止を行うことがある。 

(3) その他詳細については、「入札説明書」「様式集」「要求水準書」「要求水準書添

付資料」「落札者決定基準」「基本協定書（案）」「事業契約書（案）」に示すと

おり。 


