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千葉都市計画事業 

千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（Ｂ工区）に係る 

特定建築者の業務に関する基本協定書(案) 

 

千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業の施行者千葉市（以下「甲」

という。）及び同事業のＢ工区の特定建築者である○○○○○○（以下｢乙｣という。）は、

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以下「法」という。）に基づき甲が施行する千葉

都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（Ｂ工区）（以下「本事業」という。）

に伴い、乙が特定建築者として行う特定施設建築物の建築に関し、以下のとおり基本協定

（以下「本基本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本基本協定は、本事業において、乙が特定建築者の業務を行うにあたり、必要な

事項を定め、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 本基本協定で使用する用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「特定施設建築物」とは、法第１１８条の２８第１項及び同条第２項において準

用する法第９９条の２第３項に基づき、本事業の事業計画、管理処分計画及び乙が

甲に提出した建築計画に従い、甲が乙に建築を行わせる特定施設建築物（外構等を

含む。）をいう。 

（２）「特定建築者」とは、法１１８条の２８第２項において準用する法第 99 条の２

第２項に規定する、特定施設建築物の建築を行う者のことをいう。 

（３）「管理処分計画」とは、本事業のＢ棟部分の管理処分計画をいう。 

（４）「保留床」とは、権利床等以外の専用部分をいう。 

（５）「実施設計」とは、設計図書、積算内訳書、国庫補助申請資料の作成をいう。 

（６）「指示」とは、甲が乙に対し、本基本協定の履行に必要な事項について書面をも

って示し、実施させることをいう。 

（７）「承諾」とは、本基本協定における承諾事項について、書面による申出に対し、

受諾することをいう。 

（８）「協議」とは、本基本協定における協議事項について、書面により甲と乙が対等

の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

（９）「提出」とは、甲が乙に対し、又は乙が甲に対し、本基本協定の履行に必要な事

項について書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

（10）「報告」とは、乙が甲に対し、本基本協定の履行状況又は結果について、書面を
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もって知らせることをいう。 

(11)「通知」とは甲が乙に対し、又は乙が甲に対し、本基本協定の履行に必要な事項

について、書面をもって知らせることをいう。 

    

（基本協定締結保証金） 

第３条 本基本協定の締結にあたり、乙は第８条に定める土地の賃料の 1か年相当分額を、

本基本協定の締結の日までに基本協定締結保証金として支払うものとする。 

２ 前項の基本協定締結保証金は、第８条に定める賃借権設定契約締結時の契約保証金に

充当する。 

３ 第１項の基本協定締結保証金は、乙が本基本協定上の義務を履行せず、本基本協定の

目的を達成し得ないときは、違約金として甲に帰属する。 

（その他の契約、協定等） 

第４条 甲及び乙は、第１条の目的のため、次の各号に掲げる契約又は協定を結ばなけれ

ばならない。 

（１） 敷地の賃借権設定及び地代の支払いに関すること。 
（２） 特定施設建築物の建築、検査及び引渡し等に関すること。 
（３） 特定施設建築物の工事完了後の取扱いに関すること。 
（４） 特定施設建築物の建設に係る電波障害防除対策に関すること。 
（５） 特定施設建築物の実施設計及び工事監理に関すること。 
（６） Ｂ２棟における建物の区分所有等に関すること。 
（７） 特定施設建築物と一体的に整備することにより、各施設の効果が発現される公共

施設の整備に関すること。 
（８） 公園一体建物制度及び公園施設の設置に関すること。 

２ 甲及び乙は、前項の各号に掲げるもののほか、甲乙協議の上、必要な契約又は協定を

結ぶことができる。 

（特定建築者の取消） 

第５条 甲は、乙が建築計画に従って特定施設建築物の建築及び公共施設の整備を行わな

かった場合においては、法第１１８条の２８第２項において準用する法第９９条の８第

１項の規定により、乙に対する特定建築者としての決定を取消すことができる。 

（特定建築者の業務及び責務） 

第６条 乙は特定建築者として、事業計画等（法第１１８条の２８第２項において準用す

る法第９９条の４に規定する建築計画の内容を含む。）に適合する特定施設建築物及び

公共施設について、第９条に定める完了期日までに整備しなければならない。 

２ 乙は、施行者である甲に代わり、前項に定める業務のほか、次の各号に掲げる業務を

行わなければならず、その費用についても負担するものとする。但し、甲が負担すべき
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費用ついてはこの限りではない。なお、完了期日までの間に事業の円滑な推進に必要な

業務が発生した場合は、甲乙協議して別途定める。 
また、乙は、事業の進捗に伴い必要に応じて甲への報告をすることとする。 
（１） 建築工事及び公共施設工事に必要となる諸手続きに関すること。 
（２） 実施設計、施工監理及び検査に関すること。 
（３） 交付金等関係資料作成に関すること。 
（４） 各種監査等の対応に関すること。 
（５） 登記申請の資料作成に関すること。 
（６） 甲が行う各種調査等への協力に関すること。 
（７） 千葉市が所有する床等の仕様の変更に関すること 
（８） 建築工事及び公共施設工事の実施に起因する地域住民等への対応に関すること。 
（９） 施設建築物の管理運営の調整等に関すること。 

（１０）工事期間中における建築工事及び公共施設工事の影響による被害に対する復旧、

補修等の対策に関すること。 
３ 前項各号に定める業務の具体的遂行方法については、甲乙協議して別途定める。なお、

乙は、前項各号に定める業務（次項により前項の業務に含まれるものを含む。）を乙が

指定する第三者に委託することができるものとし、書面により甲の承諾を得るものとす

る。 

４ 第２項の業務には、次に掲げる資料等の作成、提出及び報告を含むものとする。 

（１） 第２項第２号から第５号まで、第９号及び第１０号に関する説明等資料 
（２） 第２項第８号及び第１０号に関する検討、設計及び図面作成 
（３） 積算内訳書及び関連資料 
（４） 工事記録（写真等含む） 
（５） その他必要な関連業務 

５ 本事業の施行者として行うべき事項は、甲が行うものとする。 

６ 関係機関との調整は、甲乙協力して行うものとする。 

７ 乙は、管理処分計画において特定建築者が取得するものと定められた保留床を、法第

１１８条の２８第２項において準用する法第９９条の４に基づき甲に提出した管理処

分に関する計画の内容に従って管理又は処分することができる。 

（甲の監督権限等） 

第７条 甲は、法第１１８条の２８第２項において準用する法第９９条の９に基づき、乙

に対し、特定施設建築物の建築及び公共施設の整備に関し、その適切な遂行を確保する

ため、必要な限度において、次に掲げる権限を有する。 

（１） 特定施設建築物の建築及び公共施設の整備の促進を図るため必要な指示、助言又

は援助 
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（２） 前条第４項各号に定める資料等の作成、提出及び報告に関する指導 
（賃借権設定契約） 

第８条 特定施設建築物の敷地の地代及び賃借権の種類については、特定建築者募集時に

乙が提示した金額及び賃借権の種類に基づき、別途締結する賃借権設定契約において定

めるものとする。 

（完了期日） 

第９条 法第 118 条の 17 に基づく特定施設建築物に関する完了公告の日をもって、本基本

協定の完了期日とし、平成〇年〇月〇日（以下「完了期日の期限」という。）を超えて

はならないものとする。但し、甲及び乙が協議のうえ合意した場合は、完了期日の期限

を変更することができる。なお、乙は、甲が行う完了公告手続きに必要な期間を確保し

なければならない。 

２ 乙は、前項の完了公告に先立ち、次の各号に掲げる事項について完了していなければ

ならない。 

（１）法第１１８条の２８第２項において準用する法第９９条の６に基づく完了の届

出及び認定 

（２）敷地の賃借権設定契約の締結 

（３）建築基準法第７条又は第７条の２に基づく完了検査及び検査済証の収受。 

（４）その他法令に基づく検査。 

３ 第１項の完了公告手続に必要な期間については、甲が別途乙に指示する。 

（費用負担） 

第１０条 乙は、第８条に定める賃借権設定契約に要する費用のほか、第６条第１項、第

２項及び第４項に定める乙の業務の実施に必要となる費用を負担しなければならない。

但し、次の各号のいずれかに該当するものは、乙以外の負担とする。 

（１）本基本協定の他の条項に定めがあるもの。 

（２）本基本協定の他に別途締結する協定等によるもの。 

（３）乙に負担させることが適当でないと甲が認めたもの。 

（４）特定施設建築物の敷地の土壌汚染の除去及び浄化並びに地中障害物（埋蔵文化

財を含む）の撤去に関するもの。 

（特定施設建築物の敷地の整備及び使用） 

第１１条 乙は、本基本協定締結後速やかに敷地の整備を開始しなければならない。 

２ 乙は、本基本協定締結から第９条に定める完了期日まで、法第 118 条の 28 第 2 項にお

いて準用する法第 99 条の５第３項の規定により、当該敷地を無償で使用することがで

きる。 

３ 乙は、当該敷地について、前項に定める使用期間中、自らの責任において、管理しな

ければならない。 



 

 5

（特定施設建築物及び公共施設に係る実施設計） 

第１２条 乙は、本基本協定締結後速やかに特定施設建築物及び公共施設に関する設計者

を選任し、実施設計を行わなければならない。この場合において乙は、甲へ当該設計者

の氏名等について報告しなければならない。 

２ 甲は、乙の請求があった場合には、前項の実施設計に必要な事項について、協力を行

うものとする。 

３ 乙は、前項の実施設計が完了したときは、その旨を甲に届け、承認を受けなければな

らない。 

４ 前項の場合において、甲は、実施設計について次の各号のいずれかに該当する事項が

確認されたときは、実施設計を承認しないものとする。但し、甲がやむを得ないと認め

たときは、この限りでない。 

（１）建築計画、公共施設計画に適合していないとき。 

（２）公募の際に提案した事項が網羅されていないとき。 

（３）適正な単価及び工法により、公共施設の整備費を積算していないとき。 

（４）その他甲が指示した事項が含まれていないとき。 

５ 乙は、前項の但し書きの規定により、実施設計の承認を受けようとするときは、理由

書及び代替案を書面により提出し、甲の指示を受けなければならない。この場合におい

て、新たに必要となる作業及び費用は、甲乙協議して別途定めるものとし、このために

よる完了期日の変更は行わないものとする。 

（敷地の賃貸権設定契約） 

第１３条 乙は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかにその旨を甲に届

け出るものとする。 

２ 甲は前項の届出があった場合において、乙が建築計画に従い特定施設建築物の建築を

完了したと認めるときは、速やかに敷地の賃借権設定契約を締結するものとする。 

（特定建築者が取得する部分以外の建物の譲渡） 

第１４条 乙は、工事完了公告の日に、管理処分計画及び建築計画に従い、特定建築者が

取得する部分以外の建築の部分を甲に譲渡するものとする。なお、甲に譲渡するまでの

間、特定施設建築物の維持管理は乙が行い、そのための費用は、甲乙協議して別途定め

るものとする。 

（特定施設建築物及び公共施設の仕様の変更） 

第１５条 甲は、第 12 条に定める実施設計承認後、必要があると認めるときは、特定施設

建築物及び公共施設の仕様等に関する内容について、変更することができる。この場合

における費用負担、手続等については、別途協定に定めるものとする。 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第１６条 乙の責に帰すべき事由により完了期日の期限（但し、完了期限の期日が変更さ
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れた場合は、変更後の期限をいう。）内に特定施設建築物の建築及び公共施設の整備を

完了することができない場合、甲は乙から遅延違約金を徴収して完了期日を延長するこ

とができる。但し、遅延違約金は、乙の責に帰すべき事由と相当因果関係があり、かつ、

甲が現実に支出負担した金額とする。 

２ 乙の責に帰さざる事由により完了期日の期限（但し、完了期限の期日が変更された場

合は、変更後の期限をいう。）内に特定施設建築物の建築及び公共施設の整備を完了す

ることができない場合には、完了期日を延長するものとし、この場合、甲は乙に対して

遅延違約金その他の損害賠償を請求できないものとする。 

（登記） 

第１７条 甲は、法第１１８条の２１第１項の規定により、乙のために必要な登記を嘱託

するものとする。特定施設建築物の区分所有登記は完了公告後遅滞なく行う。なお、表

示登記については甲が乙に代位して一括申請の原則に基づき行い、所有権保存登記は、

管轄の法務局の指示に従って行う。 

２ 前項の登記にあたっては、甲乙共に管轄の法務局と十分に協議し、登記申請に関する

図書の作成など、乙は甲に十分に協力するものとする。 

（甲の解除権） 

第１８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当することを認めたときは、法第１１８条

の２８第２項において準用する法第９９条の８第１項の定めにより、特定建築者とする

決定を取り消し、本基本協定及び第４条の規定により締結した協定（以下「本基本協定

等」という。）を解除することができる。この場合において、第１号の規定により本基

本協定等を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。 

（１） 建築計画及び公共施設計画に従って特定施設建築物の建築、公共施設の整備を行

わなかったとき。 

（２） 建築計画及び公共施設計画に従って特定施設建築物を建築し、公共施設を整備す

る見込みが明らかにないと認められるとき。 

（３） 前２号に掲げるほか、法令、特定建築者の募集要項、本基本協定等に違反したた

めに本基本協定の目的を達成できないと認められるとき。 

（解除に伴う敷地の明渡し） 

第１９条 甲は、前条の規定により本基本協定を解除するときは、法第１１８条の２８第

２項において準用する法第９９条の８第２項の規定により、乙に対し、当該敷地の明渡

しを求めるものとする。 

２ 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に工事材料、建設機械器具、仮設

物その他の物件（支給材料、貸与品及び発生品を含む。以下本条において同じ。）があ

るときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を原状回復して、甲に明け渡さな

ければならない。 
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３ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又

は工事用地等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工

事用地の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状

回復に異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担

しなければならない。 

４ 第２項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法については、甲が定める。 

（解除に伴う違約金等） 

第２０条 乙は、第１６条の規定により本基本協定を解除された場合において、甲に対し、

第３条第３項に定める違約金を支払うほか、事業の施行期間が延伸することにより損害

を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。但し、乙の責に帰すべき事

由によらない場合、甲は、乙が違約金その他の損害又は費用を負担しないことを確認す

る。 

２ 前項の必要な費用の額については、甲が合理的に算定し定めるものとする。但し、乙

の責に帰すべき事由と相当因果関係がある費用に限る。 

（本基本協定の優越） 

第２１条 本基本協定の規定は、甲乙間で締結する各協定の規定に優先して適用されるも

のとする。 

（有効期間） 

第２２条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から第９条に定める日までとす

る。 

（補則） 

第２３条 本基本協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議して別途定め

る。 

 

以上、本基本協定締結の証として本書○通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

 

平成○年○月○日 

甲： 

乙： 


