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さんむ医療センター建替整備事業契約約款（案） 
 

第一章 基本的事項 

第１条 総則  

 発注者と受注者とは、おのおの対等な立場において、日本国の法令等を遵守して互いに協力し、信義

を守り、誠実に、入札説明書等及び事業者提案に従い、この事業契約約款（案）(以下「本約款」と

いう）を内容とする契約(以下「本契約」といい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。）を

履行するものとする。 
 本契約は、契約書記載の場所に、計画されている建築物 (以下「本件建築物」という。）を建築する

ために必要となる本業務を受注者が一括して引き受けることに関し、必要な事項について定めるもの

である。 
 本契約は、入札説明書等、事業者提案及び別記と一体をなし、併せて一つの契約を構成するものとす

る。 
 本契約における期間の定めについては、民法(第一編第六章）の定めるところによる。 
 受注者は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協

議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段（仮設、施工方法その他本件建築物

を完成するために必要な一切の手段を含む。）をその責任において定めるものとする。 
 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 
 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 
 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。 

 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、千葉地方裁判所をもって合意による専属的 
管轄裁判所とする。 

 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共

同企業体の代表者（以下「JV代表者」という。）に対して行うものとし、受注者は、発注者に対して

行う本契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。ただし、発

注者及び受注者間で別途合意した行為に関してはこの限りでない。また、受注者が共同企業体を結成

している場合には、受注者は、別紙にて特定建設工事共同企業体協定書を提出の上、設計業務と建設

業務を共同連帯して請け負う。 
 

第２条 用語の定義  

本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、本契約に別段の記載がない限り、それぞれ当該各号に定

めるところによる。また、本契約に定義の示されていない用語の意義は、要求水準書に定めるところによ

る。 
 
（１） 「監督職員」とは、本契約を締結後、契約図書等に定められた範囲内において受注者に対する指示、 

承諾又は協議の職務等を行う者で、本契約に基づき、発注者が定めた者をいう。 
（２） 「管理技術者」とは、設計の管理及び統括等を行う者で、本契約に基づき、受注者が定めた者をいう。 
（３） 「監理技術者」とは、本工事において、本工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、

品質管理その他の技術上の管理及び本工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う

者で、建設業法第２６条第２項に定める者をいう。 
（４） 「基本設計成果物」とは、要求水準書に記載の図面及び仕様書、資料等一式をいう。 
（５） 「建設企業」とは、受注者のうち建設業務を担当する企業を意味し、●●●●をいう。【受注者が選

定されたら、そのうちの建設企業を書き込みます。（なお、特定JVの場合も考えられます。）】 
（６） 「現場代理人」とは、施工業務において工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う者をいう。 
（７） 「工事監理者」とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいない

かを確認する者をいう。 
（８） 「工事監理企業」とは、受注者のうち工事監理業務を担当する企業を意味し、●●●●をいう。【受

注者が選定されたら、そのうちの工事監理企業を書き込みます。】 
（９） 「工事監理業務委託料」とは、本契約第４項「本業務対価」に本業務対価の内訳として規定される工
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事監理業務委託料をいう。 
（１０） 「工事中間時」とは、上棟時（柱・梁・床等の構造体が完成した時点）又は建築確認検査機関におけ

る中間検査の検査済証受領時をいう。 
（１１） 「事業者提案」とは、受注者が本事業の入札時において発注者に提出した技術提案書及び当該技術提

案書を詳細に説明する目的で受注者が作成して発注者に提出した補足資料をいう。 
（１２） 「実施設計成果物」とは、要求水準書に記載の図面及び仕様書、資料等一式をいう。 
（１３） 「成果物」とは、設計成果物、施工業務成果物、その他本契約に関して要求水準書又は発注者の要求

に基づき作成され発注者に提出された一切の書類、図面、写真、映像等をいう。 
（１４） 「施工業務請負代金」とは、本契約第４項「本業務対価」に本業務対価の内訳として規定される施工

業務請負代金をいう。 
（１５） 「施工業務成果物」とは、要求水準書に記載の図面及び仕様書、資料等一式をいう。 
（１６） 「設計企業」とは、受注者のうち設計業務を担当する企業を意味し、●●●●【受注者が選定された

ら、そのうちの設計企業を書き込みます。】をいう。 
（１７） 「設計業務委託料」とは、本契約第４項「本業務対価」に本業務対価の内訳として規定される設計業

務委託料をいう。 
（１８） 「設計等業務一覧」とは、本事業に関する設計及び工事監理について、受注者が履行すべき業務の内

容を記載した一覧表をいう。 
（１９） 「設計成果物」とは、基本設計成果物及び実施設計成果物を合わせたものをいう。 
（２０） 「設計担当者」とは、管理技術者のもとで、設計業務において各分担業務分野における従事技術者を

総括する役割を担う者をいう。分担業務分野の分類及び業務内容は、以下のとおりとする。 
（ア） 建築（意匠） 平成３１年国交省告示第９８号における別添一第１項第二号ロ(１)戸建木

造住宅以外の建築物に係る成果図書として表に示す設計の種類欄(１)総合に係るもの 

（イ） 建築（構造） 同欄(２)構造に係るもの 

（ウ） 電気設備 同欄(３)設備の(ⅰ)電気設備に係るもの 

（エ） 機械設備 同欄(３)設備の(ⅱ)給排水衛生設備、(ⅲ)空調換気設備に係るもの 

（２１） 「設計図書」とは、実施設計成果物のうち、発注者と受注者が工事の内容として合意した図面及び仕

様書等をいう。 

（２２） 「セルフモニタリング」とは、事業者が行う業務に対して、事業者自らが適正かつ確実な業務水準が

確保されているか、確認をする行為をいう。 

（２３） 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、本契約（案）、様式集、参考資

料等の本事業の入札に係り発注者が提示した資料一式を（その後の変更を含み、また、当該資料に係る質 

問回答書を含む。）いう。 

（２４） 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁

判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等（自主規

制機関の規則及び規定を含む。）をいう。 

（２５） 「本業務」とは、第４条に定義する業務をいう。 

（２６） 「本業務対価」とは、本業務の対価として発注者が事業者に対して支払う金額を意味し、設計業務委

託料、工事監理業務委託料及び施工業務請負代金により構成され、本契約第４項「本業務対価」に規定さ

れる金額及び内訳による。 

（２７） 「本件建築物」とは、本契約に基づいて新設される、さんむ医療センターをいう。 

（２８） 「本工事」とは、設計図書に従った本件建築物の建設、その他の施工業務に係る各々の工事をいう。 

（２９）「本事業」とは、本契約に基づいて実施するさんむ医療センター建替整備事業をいう。 

（３０）「要求水準書」とは、本事業の実施において受注者が達成しなければならない発注者の要求する水準 

を示す書類（これに係る質問回答書を含む。）をいい、本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、 

それらの変更を含むものとする。 
 

第３条 書面の優先関係等  

本契約、入札説明書等、及び事業者提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用

されるものとする。また、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合

には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案の記載内容のうち業務要求

水準を超えるものについては、要求水準に優先するものとみなし、発注者が採否を決定できるものとする。 
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第４条 受注者の業務 

受注者は、本契約に基づき、善良な管理者の注意をもって、次の各号に掲げる業務(以下、個別に又は総称

して「本業務」という。）を、契約書記載の履行期間内に行う。 
① 設計業務 

要求水準書に記載の設計業務及び関連する調査業務、申請等の手続きに関する業務をいう。 

② 工事監理業務 

要求水準に記載の工事監理業務をいう。 

③ 施工業務 

要求水準に記載の施工業務及び関連する調査業務、申請等の手続きに関する業務をいう。 

 

第５条  書面主義 

（１） 発注者及び受注者は、本業務を行うにあたり協議をもって決定した事項については、速やかに書面を

作成し、署名又は記名、押印する。 
（２） 本約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、入札説明書等に別に定め

るもののほか、書面により行う。 

第６条 受注者の説明、報告義務 

受注者は、本契約に定めがある場合、又は発注者の請求があるときは、本業務の進捗状況について、発注

者に説明、報告しなければならない。 

第７条 権利、義務の譲渡等の禁止 

 発注者及び受注者は、本契約により生じ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、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 
 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、設計成果物、設計成果物として作成途

中のもの(以下「未完了の設計成果物」という。）、その他契約の目的物並びに検査済みの工事材料

及び建築設備の機器(いずれも製造工場などにある製品を含む。以下同じ。）を第三者に譲渡するこ

と若しくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。 

第８条 秘密の保持 

発注者及び受注者は、正当な理由なく次の各号の行為を行ってはならない。 
① 業務を遂行するうえで知った相手方の秘密を他人に漏らす行為。 

② 設計成果物、未完了の設計成果物その他本業務を遂行するうえで得られた記録等を他人に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡する行為。 

第９条 特許権等の使用 

 受注者は、設計業務の遂行方法及び設計成果物につき、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作

権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。）

を侵害した場合、その第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。 
 受注者は、施工業務を行うにあたり、特許権等の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工

方法など(以下本条において「工事材料など」という。）を使用するときは、その使用に関する一切

の責任を負わなければならない。 
 前２項において、発注者が工事材料などを指定した場合など、発注者の指示につき過失あるときは、

発注者は、その過失の割合に応じた負担をしなければならない。 

第１０条 契約の保証  

 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない｡ただ

し、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しな

ければならない｡ 
① 契約保証金の納付 

② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

③ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める

金融機関又は保証事業会社（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項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 
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④ 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑤ 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」という。） 
は、本業務対価の10分の１以上としなければならない｡ 

 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約

保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したと

きは、契約保証金の納付を免除する｡ 
 契約書に記載の本業務対価に変更があった場合には、保証の額が変更後の本業務対価の10分の１に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求する

ことができる｡ 

第１１条 監督職員の指示  

（１） 発注者は本事業の実施について、監督職員を通して必要な指示を行う。 
（２） 受注者は、設計業務及び施工業務を通じ、監督職員の指示に従い円滑に業務を遂行すること。 
（３） 受注者は、常にその進捗状況を把握し、完了期限又は監督職員が指定した期限に遅延することのない

ように本業務を遂行すること。なお、監督職員は、本業務の期限内外を問わず必要に応じて本業務の

執行並びに、成果図書の提出を受注者に求めることができる 

第１２条 セルフモニタリングの実施  

 受注者は、自らの本業務実施状況について定期的にセルフモニタリングを行い、技術提案の履行状況

及び入札説明書等との整合・変更について、本業務の遂行状況及び要求水準の達成状況を確認のうえ、

資料を作成するし、基本設計完了時、実施設計完了時、及び本工事の完成時に監督職員に報告するも

のとする。なお、セルフモニタリングの実施回数と時期については、設計業務中及び施工業務中とも

に提案し、発注者の承諾を得ること。 
 セルフモニタリングは技術提案内容及び入札説明書等の要求事項を一覧表にし、その時点での計画・

施工内容を併記することで、適合状況をわかり易く確認できるように行うこと。 
 受注者は、当院と協議の上、入札説明書等及び受注者の技術提案に従い、本契約の締結後速やかにモ

ニタリング計画書を策定し、発注者に提出する。 
 セルフモニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに要求水準等を満足していない場合の措置等の

手続については、前項に基づき策定するモニタリング計画書による。 
 発注者は、前項の規定に基づき提出を受けた報告書について、必要に応じて受注者に修正の指示を出

すことができる。受注者は修正の指示があった日より１０日以内にその指示に従い、設計および施工

業務内容を修正し報告書を発注者に提出すること。 
 
 

第二章 設計業務 

第１３条 設計業務 

 受注者は、建築士法、建築基準法、その他本業務に関する法令等を遵守し、本契約に基づき、建築物

の質の向上に寄与するよう、公正かつ誠実に設計業務を行う。 
 受注者は、設計業務を遂行するにあたり建築士法等の法令等に基づき必要となる資格を有するもの

（建築士法第２０条の２及び同法第２０条の３を含む）を従事させなければならない。 
 発注者は、受注者に対し、設計業務を遂行するにあたり必要となる情報を受注者の求めに応じて、的

確かつ可能な限り詳細に提供しなければならない。 
 発注者は、設計業務に関し、必要あるときは受注者に対し指示をすることができる。ただし、発注者

指示の内容が建築士法、建築基準法、その他本業務に関する法令等に抵触し、又は抵触するおそれが

あると認められる場合、受注者は撤回又は変更を求めることができる。 

第１４条 設計成果物の説明、提出 

受注者は、発注者に対し、入札説明書等に則り、設計成果物に関して必要な説明を行い、これを提出す

る。 

第１５条 設計業務工程表の提出  
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 受注者は、本契約締結後１４日以内に入札説明書等に基づいて設計業務工程表を作成し、発注者に提

出しなければならない。 
 発注者は、必要があると認めるときは、前項の設計業務工程表を受理した日から７日以内に、受注者

に対してその修正を請求することができる。 
 本契約書の他の条項の規定により履行期間が変更された場合において、発注者は、受注者に対して設

計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」と

あるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 

第１６条 著作権の帰属  

設計成果物又は本件建築物が著作物（著作権法第２条第１項第１号）に該当する場合（以下著作物に該当

する成果物を「著作成果物」、著作物に該当する本件建築物を「本件著作建築物」という。）、その著作権

（著作者人格権を含む。以下「著作権」という。）は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者

及び受注者の共有に帰属するものとする。 

第１７条 著作物の利用 

 発注者は、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、受注者

は、発注者及び発注者が許可した者以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物の利用をさせてはな

らない。 
① 著作成果物を利用して建築物を１棟（著作成果物が２以上の構えを有する建築物の建築をその内 

容としているときは、各構えにつき１棟ずつ）完成すること。 

② 前号の目的及び著作建築物の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために 

必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他の修正をすること。 

 発注者は、本件著作建築物を次の各号に掲げるとおり利用し、又は取り壊すことができる。 
① 写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

② 増築し、改築し、又は模様替えすること。 

③ 本業務の成果物として提出された写真、模型、図面等の利用。 

第１８条 著作者人格権の制限 

 発注者及び発注者が許可した者は、著作成果物又は本件著作建築物の内容を公表することができる。 
 受注者及び発注者が許可した者は、次の各号に掲げる行為をする場合、発注者の承諾を得なければな

らない。 
① 著作成果物又は本件著作建築物の内容を公表すること。 

② 本件著作建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 

 受注者及び発注者が許可した者は、前条及び第１項の場合において、別段の定めのない限り、発注者

に対し、本件著作建築物に関する著作権法第１９条第１項の定める権利（氏名表示権）を、著作成果

物及び本件著作建築物に関する著作権法第２０条第１項の定める権利（同一性保持権）をそれぞれ行

使しない。 

第１９条 著作権の譲渡禁止 

受注者は、著作成果物及び本件著作建築物にかかる著作権を第三者に譲渡してはならない。ただし、あら

かじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

第２０条 著作権の侵害の防止  

 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に

対して保証する。 
 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行

い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置

を講ずるものとする。 

第２１条 設計業務の再委託 

 受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
 受注者は、設計業務の一部を他の建築士事務所の開設者（建築士法第２３条の３第１項及び同法第２

３条の５）に委託することができる。この場合、受注者は、あらかじめ発注者に対し、その委託にか

かる設計業務の概要、当該他の建築士事務所の開設者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付
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のうえ、委託の趣旨を説明し、承諾を得なければならない。 
 受注者は、前項により設計業務の一部について他の建築士事務所の開設者に委託した場合、発注者に

対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 

第２２条 設計業務の追加、変更 

 発注者は、受注者が実施設計成果物を提出するまでの間において、必要があると認めるときは、入札

説明書等の内容、発注者と受注者の協議の内容又は既になした発注者の指示に関して、追加又は変更

をすることができる。この場合において、受注者は、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要か

つ合理的と認められる設計業務の履行期間の変更、設計業務委託料の変更及び受注者が損害を受けて

いるときはその賠償を請求することができる。ただし、設計業務において生じた本件建築物の計画規

模の変更が事業者提案の延べ床面積に対して１０％以内の増減の場合は、設計業務委託料および設計

業務の実施期間は変更しないものとする。 
 発注者は、受注者が実施設計成果物を発注者に提出したのちに、発注者の責めに帰すべき事由により

設計変更等を行う必要が生じた場合、特段の事情のない限り受注者にこの変更に伴う設計業務を委託

することとし、設計業務委託料、設計業務の実施期間など必要事項につき、発注者及び受注者は速や

かに協議しなければならない。 
 受注者は、設計業務に関する発注者及び受注者間の合意事項又は承認事項を変更する必要が生じた場

合は、速やかに発注者にその旨を報告し、発注者と協議のうえ、この変更に必要な設計業務を行う。 

第２３条 設計業務における矛盾等の解消 

 受注者が設計業務を遂行するにあたり、入札説明書等、発注者と受注者の協議の内容、若しくは発注

者の指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分若しくは不適切であることが判明した場合、

発注者及び受注者は、速やかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。 
 前項の場合において、協議が成立し矛盾などが解消したときは、受注者は、その協議内容に従って設

計業務を遂行しなければならない。この場合の取り扱いは次の各号による。 
① 前項の矛盾等が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、受注者は、発注者に対し、必要かつ 

合理的と認められる設計業務の履行期間の変更及び設計業務委託料の変更並びに受注者が損害を 

受けているときはその賠償を合理的な範囲で請求することができる。 

② 第１項の矛盾等が、発注者及び受注者双方の責めに帰すことのできない事由によるときは、受注 

者は、発注者に対し、必要かつ合理的と認められる設計業務の履行期間の変更及び設計業務委託 

料の変更を請求することができるものとするが、損害の賠償を発注者に対し請求することはでき 

ない。 

③ 第１項の矛盾等が、受注者の責めに帰すべき事由による場合、設計業務の履行期間の変更及び設 

計業務委託料の変更にかかる費用は受注者がすべて負担するものとし、発注者が損害受けている 

ときは、発注者はその損害の賠償を受注者に対して請求することができる。 

第２４条 受注者の請求による設計業務の実施期間の変更 

受注者は、その責めに帰すことができない事由により実施期間内に設計業務を完了することができないと

きは、発注者に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる設計業務の実施期間の変更を互いに協議の

上、発注者が認めた場合には、請求することができる。 

 
 

第三章 工事監理業務 

第２５条 工事監理業務 

 受注者は、建築士法、建築基準法、その他本業務に関する法令等を遵守し、建築物の質の向上に寄与

するよう、公正かつ誠実に第４条第２号に定める工事監理業務を行う。 
 受注者は、工事監理業務を遂行するにあたり建築士法等の法令等に基づき必要となる資格を有する者

を定め、工事監理業務に従事させなければならない（以下「工事監理者」という。）。なお、工事監

理者は、第３５条に定める現場代理人等を兼ねることはできない。 

第２６条 工事監理業務方針の説明 



7 

受注者は、入札説明書等に基づいて工事監理業務方針を策定し、その内容を発注者に説明しなければなら

ない。 

第２７条 工事監理業務の再委託 

 受注者は工事監理業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
 受注者は、工事監理業務の一部を他の建築士事務所の開設者（建築士法第２３条の３第１項及び同法

第２３条の５）に委託することができる。この場合、受注者は、あらかじめ発注者に対し、その委託

にかかる工事監理業務の概要、当該他の建築士事務所の開設者の氏名又は名称及び住所を記載した書

面を交付のうえ、委託の趣旨を説明し、承諾を得なければならない。 
 受託者は、前項により工事監理業務の一部について他の建築士事務所の開設者に委託した場合、発注

者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 

第２８条 工事監理業務の追加、変更 

受注者の責めに帰することができない事由により、入札説明書等の内容に変更が生じ、工事監理業務の内

容を変更する必要があると認められる場合、発注者及び受注者は、速やかに設計等業務一覧、入札説明書等

の内容、工事監理業務の履行期間及び工事監理業務委託料の変更について協議しなければならない。この場

合において、協議開始の日から１４日以内に協議が成立しないときは、発注者が定め受注者に通知する。 

 
 

第四章 施工業務 

第２９条 施工業務請負代金内訳書、施工業務工程表  

 受注者は、基本設計終了時及び実施設計終了時に、速やかに施工業務に係る施工業務工程表及び施工

業務請負代金内訳書を発注者に提出する。 
 受注者は、施工業務請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明

示するものとする。 

第３０条 一括下請負等の禁止 

受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工

事を一括して、第三者に請け負わせること若しくは委任することはできない。ただし、あらかじめ発注者

の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

第３１条 下請負人の通知等  

（１） 受注者は、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対して千葉県建 
設工事適正化指導要綱第１１条第１項に規定する下請業者選定通知書を提出しなければならない。 

（２） 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。 
（３） 発注者は、受注者に対し本工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めることができ 

る。 

第３２条 下請負人に対する受注者の義務  

（１） 受注者は、その請け負った本工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準 
下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会勧告。その後の改正を含む。）、又は同約款

に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。 
（２） 受注者は、その請け負った本工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人

に対し、受注者から請け負った本工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければな

らない。 
（３） 受注者は、その請け負った本工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人

が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払等に際し適切な措置を講

じなければならない。 
（４） 受注者の下請負人がその請け負った本工事の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、

受注者は、当該下請負人に対し第１項及び第３項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならな 
い。 
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第３３条 工事用地など 

発注者は、入札説明書等において発注者が提供するものと定められた本施工業務上必要な土地（以下「工

事用地」という。）などを、本施工業務上必要と認められる日までに確保し、受注者の使用に供する。 

第３４条 関連工事の調整 

 発注者は、発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連す

るもの（以下「関連工事」という。）について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行

うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、

完成するよう協力しなければならない。 
 前項において、発注者が関連工事の調整を第三者に委託した場合、発注者は速やかに受注者に通知す

る。 

第３５条 現場代理人、監理技術者等 

 受注者は、本工事に着手するまでに、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者

を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。また、専門技術者（建設業法第２６条の２に規

定する技術者をいう。以下同じ。）を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。 
 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を発注者に通知する。 
 現場代理人は、本契約の履行に際し、工事現場の運営、取締りを行うほか、本契約に基づく受注者の

本業務のうち、施工業務に関する一切の権限を行使することができる。ただし、次に定めるものを除

く。 
① 施工業務請負代金額の変更 

② 工期の変更 

③ 施工業務請負代金の請求又は受領 

④ 第３６条の請求の受理 

⑤ 本工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求 

 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しよう

とするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 
 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

第３６条 工事関係者についての異議  

 発注者は、現場代理人、監理技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、

本工事の施工又は管理について著しく適当でないと認める者があるときは、受注者に対して、その理

由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 
 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を

請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

第３７条 工事材料、建築設備の機器  

（１） 受注者は、設計図書において発注者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設

備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書において試験することを

定めたものについては、当該試験に合格したものを使用する。 
（２） 前項の検査又は試験に直接必要な費用は、受注者の負担とする。 
（３） 検査又は試験に合格しなかった工事材料又は建築設備の機器は、受注者の責任においてこれを引き取

り、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 
（４） 工事材料及び建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されていないものがあるときは、中等の品質と発注者が認めるものとする。 

第３８条 支給材料、貸与品  

 発注者が支給する工事材料若しくは建築設備の機器(以下あわせて「支給材料」という。)又は貸与品

は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。 
 受注者は、前項の検査又は試験の結果について疑義のあるときは、発注者に対して、その理由を付し

てその再検査又は再試験を求めることができる。 
 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたのち、第１項又は前項の検査又は試験により発見す

ることが困難であったかくれた本契約不適合などが明らかになるなど、これを使用することが適当で

ないと認められる理由のあるときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その指示を求める。 
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 支給材料又は貸与品の受渡期日は、第２９条の施工業務工程表によるものとし、その受渡場所は、設

計図書に別段の定めのないときは、工事現場とする。 
 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。 
 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能と

なったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代

えて損害を賠償しなければならない。 
 支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めのないときは、発注者の指示による。 
 不用となった支給材料(残材を含む。いずれも有償支給材を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、

設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。 

第３９条 工事記録の整備 

受注者は、本工事に関する記録を整備して発注者に提出する。 

第４０条 設計、施工条件の疑義、相違など 

 次の各号の一にあたることを発見したときは、受注者は、直ちに書面をもって発注者に通知する。 
① 工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約などについて、入札説明書等に示された施工条件

が実際と相違すること。 

② 工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することの

できない事態が発生したこと。 

 受注者は、入札説明書等によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに、書面をもって

発注者に通知する。 
 第１項又は前項の場合、受注者の責めに帰すことのできない事由によって、本工事の内容、工期又は

施工業務請負代金額を変更する必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

第４１条 設計図書のとおりに実施されていない施工 

 施工について、設計図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、受注者は、そ

の費用を負担して速やかにこれを補修又は改造する。このために受注者は、工期の延長を求めること

はできない。 
 発注者は、設計図書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の

理由があるときは、その理由を受注者に通知のうえ、必要な範囲で破壊してその部分を検査すること

ができる。 
 前項による破壊検査の結果、設計図書のとおりに実施されていないと認められる場合は、破壊検査に

要する費用は、受注者の負担とする。また、設計図書のとおりに実施されていると認められる場合は、

破壊検査及びその復旧に要する費用は、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明

示して必要かつ合理的と認められる工期の延長を請求することができる。 
 次の各号の一によって生じた設計図書のとおりに実施されていない施工については、受注者は、その

責めを負わない。 
① 発注者の指示によるとき。 

② 支給材料、貸与品によるとき。 

③ 第３７条第１項の検査又は試験に合格した工事材料又は建築設備の機器によるとき。 

④ その他施工について発注者の責めに帰すべき事由によるとき。 

 前項のときであっても、施工について受注者の故意若しくは重大な過失があるとき、又は受注者がそ

の適当でないことを知りながらあらかじめ発注者に通知しなかったときは、受注者は、その責任を免

れない。ただし、受注者がその適当でないことを通知したにもかかわらず、発注者が適切な指示をし

なかったときはこの限りではない。 

第４２条 損害の防止  

 受注者は、本件建築物の完成引渡しまで、自己の費用で、本件建築物、工事材料、建築設備の機器又

は近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、設計図書と関係法令等に基づき、本工

事と環境に相応した必要な処置をする。 
 本件建築物に近接する工作物の保護又はこれに関連する処置で、発注者と受注者が協議して、前項の

処置の範囲をこえ、本業務対価に含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者の負担とする。 
 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ発注者の意見を求めて臨機の処
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置をとる。ただし、急を要するときは、処置をしたのち、発注者に通知する。 
 発注者が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、受注者は、直ちにこれに応じる。 
 第３項又は前項の処置に要した費用は、発注者・受注者間で別段の合意をしない限り、受注者が負担

するものとする。 

第４３条 第三者損害  

 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち

発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、第１０条に定める保証の金額を除いた範

囲で発注者が負担する。 
 前項の規定にかかわらず、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることが

できない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するとき

は、発注者の負担とする。 
 第１項又は前項の場合、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその処理

解決にあたる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。 
 本件建築物又はその出来形に基づく日照阻害、風害、電波障害等の事由によって第三者との間に紛争

が生じたとき、又は損害を第三者に与えたときは、受注者がその解決にあたり、必要あるときは、発

注者は、受注者に協力する。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、受注者がこれを負担

する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、損害の補償は発注者の負担とする。 
 第１項ただし書、第２項、第３項又は前項(ただし書の場合を除く。)の場合、受注者は、発注者に対

してその理由を明示して必要かつ合理的と認められる工期の延長を請求することができる。 

第４４条 施工について生じた損害 

 本件建築物の完成引渡しまでに、本件建築物又はその出来形、工事材料、建築設備の機器、支給材料、

貸与品、その他施工について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない。 
 前項の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対

してその理由を明示して必要かつ合理的と認められる工期の延長を求めることができる。 
① 発注者の都合によって、受注者が着手期日までに本工事に着手できなかったとき、又は発注者

が本工事を繰り延べ若しくは中止したとき。 

② 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者が本工事の手待ち又は中止をしたとき。 

③ 本業務対価の支払いが遅れたため、受注者が本工事に着手せず又は本工事を中止したとき。 

④ その他発注者の責めに帰すべき事由によるとき。 

第４５条 不可抗力による損害  

 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者いずれにもその責めを帰することの

できない事由（以下「不可抗力」という。）によって、本工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場

に搬入した工事材料、建築設備の機器（有償支給材料を含む。）又は施工用機器について損害が生じ

たときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。 
 前項の損害について、発注者と受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者と

しての注意をしたと認められるもので、施工業務請負代金の１％を超えるものは、発注者がこれを負

担する。施工業務請負代金の１％以下の損害については受注者がこれを負担する。 
 火災保険、建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の負担者の負担

額から控除する。 

第４６条 損害保険 

 受注者は、本件建築物の完成引渡しまで本工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料、建築設

備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。設計図書に

定められたその他の損害保険についても同様とする。 
 受注者は、本件建築物、工事材料、建築設備の機器などに前項の規定による保険以外の保険を付保し

たときは、速やかにその旨を発注者に通知する。 

第４７条 完成検査  

 受注者は、本工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、発注者に

検査を求め、発注者は、速やかにこれに応じて受注者の立会いのもとに完成検査を行う。この場合に

おいて、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し、本件建築物を最小限
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度破壊して検査することができる。 
 前項の検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。 
 第１項の検査に合格しないときは、受注者は、受注者の負担で速やかに修補又は改造して発注者の検

査を受ける。 
 受注者は、本件建築物完成後速やかに仮設物の取払、あと片付などの処置を行う。 
 前項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、発注者は、代わっ

てこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。 

第４８条 法定検査又はその他の検査  

 受注者は、法定検査（建築基準法第７条から同法第７条の４までに定められる検査その他設計図書に

定める法令等上必要とされる関係機関による検査のうち、発注者が申請者となっているものをいう。

以下同じ。）に立ち会う。この場合において、受注者は、必要な協力をする。 
 法定検査に合格しないときは、受注者は、補修、改造その他必要な処置を行い、その後については、

前３項の規定を準用する。 
 第前項の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が受注者の責めに帰すことのできない

事由によるときは、必要な処置の内容につき、発注者及び受注者が協議して定める。 
 受注者は、発注者に対し、前項の協議で定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と

認められる工期の延長又は本業務対価の変更を求めることができる。 
 受注者は、前条及び前４項の規定に定めるほか、入札説明書等又は、設計図書に発注者の検査を受け

ることが定められているときは、当該検査に先立って、本工事の内容が入札説明書等又は、設計図書

とおりに実施されていることを確認して、発注者に通知し、発注者は、速やかに受注者の立会いのも

とに検査を行う。 
 前項の検査に合格しないときは、受注者は、速やかに補修又は改造し、発注者の検査を受ける。この

場合において補修又は改造に要する費用は、受注者の負担とする。 

第４９条 引渡し 

（１） 受注者は、各本件工事について第４７条、第４８条に定めるところの検査によって本件建築物の完成

が確認されたときは、すみやかに本件建築物を発注者に引渡し、担保権その他の制限物権等の負担の

ない完全な所有権を発注者に移転するものとする。 
（２）前項の定めにより本件建築物の引渡しがなされた場合、発注者は、受注者の求めにより、これを証す

る書面を受注者に交付するものとする。 
 

第５０条 部分使用  

 本件建築物の完成引渡前に、本件建築物の一部を、発注者が使用する場合（以下「部分使用」とい

う。）、契約書及び設計図書の定めによる。契約書及び入札説明書等、設計図書に別段の定めのない

場合、発注者は、部分使用に関する受注者の技術的審査を受けたのち、工期の変更及び本業務対価の

変更に関する受注者との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。 
 発注者は、部分使用する場合、受注者の指示に従って使用しなければならない。 
 発注者は、前項の指示に違反し、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな

い。 
 部分使用につき、法令等に基づいて必要となる手続は、発注者が行い、受注者はこれに協力する。ま

た、手続に要する費用は、発注者の負担とする。 

第５１条 部分引渡し  

 本工事の完成に先立って、発注者が本件建築物の一部引渡しを受ける場合（以下この場合の引渡しを

「部分引渡し」といい、引渡しを受ける部分を「引渡し部分」という。）、契約書の定めによる。入

札説明書等に別段の定めのない場合、発注者は、部分引渡しに関する受注者の技術的審査を受けたの

ち、受注者の同意を得なければならない。 
 受注者は、引渡し部分の本工事が完了したとき、設計図書のとおりに実施されていることを確認し、

発注者に検査を求め、発注者は、速やかにこれに応じ、受注者の立会いのもとに検査を行う。 
 前項の検査に合格しないとき、受注者は、発注者の指定する期間内に、発注者の指示に従って修補又

は改造して、発注者の検査を受ける。 
 引渡し部分の本工事が第２項又は前項の検査に合格したとき、発注者は、その引渡しを受けることが
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できる。 
 部分引渡しにつき、法令等に基づいて必要となる手続は、受注者が行い、発注者はこれに協力する。

また、手続に要する費用は、受注者の負担とする。 

第５２条 本業務対価の支払い 

発注者は、別段の定めがある場合を除き、本契約第４項及び第６項に定めるところにより本業務対価の

支払いを完了する。 

第５３条 本業務対価の返還 

 発注者は、受注者の入札時の提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後

に受注者に支払うべき本業務対価から当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た本業務対価に相当

する額に第５７条第１項に定める利率を乗じて計算した額の損害金を加えた額を減額することができ

る。 
 前項に定める場合において、当該虚偽記載判明後に受注者に支払うべき本業務対価に当該虚偽記載が

なければ発注者が減額し得た本業務対価及び前項に定める損害金の合計額に不足するときは、受注者

は、発注者に対して、当該不足額を返還しなければならない。 
 第１項に定める場合において、受注者に対する本業務対価の支払が完了しているときは、受注者は、

当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た本業務対価に相当する額の損害金を、発注者に対して、

直ちに返還しなければならない。 

第５４条 本工事の変更、工期の変更  

 発注者は、必要によって、本工事の内容を追加し又は変更することができる。 
 発注者は、必要によって、受注者に工期の変更を求めることができる。 
 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更（仮設、施工方法その他本件建築物を完成するために必

要な一切の手段の変更を含む）及び当該変更に伴う本業務対価の増減額を提案することができる。こ

の場合、受注者は、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事内容を変更することができる。 
 第１項の規定により本業務の内容が増加又は変更された場合は、次条に基づいて本業務対価が変更さ

れるものとする。また、第１項又は第２項により、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注

者に対してその賠償を求めることができる。 
 受注者は、本契約に別段の定めがあるほか、本工事の追加または変更、不可抗力、関連工事の調整そ

の他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を明示して必要かつ合理的と認められる工期

の延長を請求することができる。工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から１４日以内に協議が成立しない場合は、発注者が定め受注者に通知する。 

第５５条 本業務対価の変更 

 次の各号の一つにあたるときは、入札説明書等の定めに従って、発注者又は受注者は、相手方に対し

て、その理由を明示して必要かつ合理的と認められる本業務対価の変更を求めることができる。 
① 本工事の追加又は変更があったとき。 

② 工期の変更があったとき。 

③ 第３４条の関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。 

④ 支給材料、貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったと

き。 

⑤ 契約期間内に予期することのできない法令等の制定若しくは改廃又は経済事情の激変などによ

って、本業務対価額が明らかに適当でないと認められるとき。 

⑥ 長期にわたる契約で、法令等の制定若しくは改廃又は物価、賃金などの変動によって、本契約

を締結した時から１年を経過したのちの本工事部分に対する本業務対価相当額が適当でないと認

められるとき。 

⑦ 中止した本工事又は災害を受けた本工事を続行する場合、本業務対価額が明らかに適当でない

と認められるとき。 

 本業務対価額を変更するときは、本工事の減少部分・増加部分共に、入札時に提出した施工業務請負

代金内訳書の単価により、変更を行う。同じ項目のないものの単価は時価とする。 
 施工業務請負代金内訳書の記載ミス及び脱漏は増額対象としない。 

 



13 

第５６条 賃金又は物価の変動に基づく本業務対価の変更 

第５５条第１項⑥に定める場合は、次のように取扱う。 
 発注者又は受注者は、本契約の締結日から１２ヵ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物

価水準の変動により本業務対価の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工業務に相

当する額について変更を請求することができる。なお、物価水準の変動による場合は、変動の基準と

なる指数として、「建設物価」（財団法人建設物価調査会発行）の建築費指数における「SRC構造別

平均」、「RC構造別平均」、「S構造別平均」の工事原価のうち、受注者が提案した構造の建物種類

を適用するものとする。また、本業務対価の変更の請求は、第２項の定義により３ヶ月以上継続して

１,０００分の１５を超える指数の変動が確認された日より、本業務の履行期間における完了の３ヶ

月前までに書面により行わなければならない。 
 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前本業務対価（本業務対価の額か

ら該当請求時の出来形部分に相応する本業務対価の額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残

本業務対価（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残本業務対価に相応する額をいう。

以下同じ。）との差額のうち変動前残本業務対価の１,０００分の１５を超える額につき、本業務対

価の変更に応じなければならない。なお、本請負金額の変更は、本契約の締結日が属する月の確定し

ている指数と比較して本契約の締結日から１２ヶ月を経過した後に確定している指数の変動が３か月

以上継続して１,０００分の１５を超える場合に限るものとし、変更後の本業務対価は以下の計算式

に従って算出することとし、指数の改定率等の算定にあたっては小数点以下第４位未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 
＜物価上昇の場合＞ 

 変動前残本業務対価×（１＋物価変動率）－０.０１５） 

＜物価下降の場合＞ 

 変動前残本業務対価×（１＋物価変動率）＋０.０１５） 

また、物価変動率は、以下の計算式に従って算出する。 

 物価変動率＝α－１ 

 α：（本契約の締結日から１２ヶ月を経過した日が属する月内に数値の確定している直近１２ヶ

月の建設デフレーターの平均値）/（本事業の入札公告日が属する月から事業契約締結日が属する月

の先月の建設デフレーターの平均値） 

 変動前残本業務対価及び変動後残本業務対価は、請求のあった日を基準とし、第１項に定める物価指

数等や第２項の規定に基づき発注者と受注者とが協議のうえ決定する。ただし、協議開始の日から１

４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 
 第１項の規定による請求は、この条の規定により本業務対価の額の変更を行った後再度これを行うこ

とができる。この場合においては、同項及び第２項中「本契約の締結日」とあるのは「直前のこの条

に基づく本業務対価の額の変更の基準とした日」と読み替えるものとする。また、その際の物価変動

率は以下の計算式に従って算出する。 
物価変動率＝α－１ 

 α：（直前の変更の基準とした日から１２ヵ月を経過した日が属する月内に数値の確定している

直近１２ヶ月の建設デフレーターの平均値）/（直前の変更において指数の変動があるとして用いた

１２ヵ月間の建設デフレーターの平均値） 

 第３項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな

らない。ただし、発注者が第１項に基づく請求を行った日又は受けた日から１４日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

第５７条 履行遅滞、違約金 

 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に本件建築物を完成し引き渡すことができないとき

は、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、本業務対価に対

し年１０パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 
 前項の違約金は、第５１条による部分引渡しが行われた場合は、当該部分に対応する本業務対価を前

項に本業務対価から減じて算出する。 
 発注者が第５２条に定める本業務対価の支払を完了しないときは、受注者は、発注者に対し、遅滞日

数に応じて、支払い遅滞額に対し年１０パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することがで

きる。 
 発注者が本業務対価の一部の支払いを遅滞しているときは、前項の規定を適用する。 
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 発注者が第３項の遅滞にあるときは、受注者は、本件建築物の引渡しを拒むことができる。この場合、

受注者が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらず本件建築物に生じた損害及び受注

者が管理のために要した費用は、発注者の負担とする。 

第５８条 契約不適合責任 

（１） 発注者は、引き渡された設計図書又は本件建築物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、設計図書又は本件建築物の

修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過

分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 
（２） 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追

完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて本業務対価の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに本業務対価の減額を

請求することができる。 
① 履行の追完が不能であるとき。 

② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

③ 設計図書若しくは本件建築物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 

間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履 

行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

④ 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける  

見込みがないことが明らかであるとき。 

（３） 発注者は、引き渡された設計図書又は本件建築物に関し、第４９条の規定による引渡しを受けた日

から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減

額の請求又はこの契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。

ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求等を行うこと

のできる期間は１０年とする。 
（４） 発注者は、設計図書又は本件建築物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項

の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等を

することはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限り

でない。 
（５） 発注者は、設計図書又は本件建築物が第1項の契約不適合により滅失し又はき損したときは、第３項

に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６ヵ月以内に第１項に規定する権利を行使し

なければならない。 
（６） 発注者は、設計図書又は本件建築物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じた

ものであるときは、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者

がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな

い。 
 
 

第五章  共通事項 

第５９条 発注者の中止権、解除権 

 発注者は、必要がある場合は、書面をもって受注者に通知して、本業務を中止し、又は本契約を解除

することができる。この場合、発注者は、これにより生じる受注者の損害を賠償する。 
 発注者は、次の各号の一にあたる場合は、書面をもって受注者に通知して、本業務を中止し、又は本

契約を解除することができる。この場合(第６号の事由による場合を除く。）において、発注者は、

受注者に、損害の賠償を請求することができる。 
(ア)受注者が正当な理由なく、実施期間内に設計業務を完了する見込みがないと明らかに認められる

とき。 

(イ)受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても本工事に着手しないとき。 

(ウ)本工事が正当な理由なく第２９条の施工業務工程表より著しく遅れ、受注者が工期内又は期限後

相当期間内に本件建築物を完成する見込みがないと認められるとき。 

(エ)前各号のほか、受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができない

と認められるとき。 



15 

(オ)受注者が建築士事務所の登録若しくは建設業の許可を取り消されたとき又はその登録若しくは許

可が効力を失ったとき。 

(カ)受注者が支払を停止する(資金不足による手形・小切手の不渡りを出すなど）などにより、受注者

が本契約を履行することができない恐れがあると認められるとき。 

(キ)受注者が次条第４項の各号の一にあたる理由がないのに、本契約の解除を申し出たとき。 

(ク)受注者が以下の一にあたるとき。 

イ役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所等の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に定める暴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(以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

ロ暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団をいう。

以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ役員等が暴力団または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と認められると

き。 

 発注者は、書面をもって受注者に通知して、第１項又は前項で中止された本業務を再開させることが

できる。 
 第１項により中止された本業務が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必

要と認められる実施期間の変更並びに本業務対価の変更を請求することができる。 

第６０条 談合その他不正行為に係る解除 

 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわ

らずこの契約を解除することができる。 
① 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったと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条第１項の規定による措置を

命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２第１項の規定による課徴金の納付を

命じ、当該命令が確定したとき。 

② 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第45

号）第96条の６又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 

（２） 受注者が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前項の規定

については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 
（３） 第１項の規定によりこの契約が解除された場合の効果及び措置については、第６３条の規定を適用

する。 

第６１条 談合その他不正行為に係る違約金等 

 受注者は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかか

わらず、賠償金として、契約金額の10分の２に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなけ

ればならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第１項第１号において、

命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法

（昭和57年６月18日公正取引委員会告示第15号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者

が特に必要と認める場合は、この限りでない。 
 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超

える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 
 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して

発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった

者又は構成員であった者についても、同様とする。 

第６２条 受注者の中止権、解除権 

 受注者は、次の各号の一にあたる場合に、発注者に対し、書面をもって相当の期間を定めて催告して

もなお解消されないときは、本業務を中止することができる。 
(ア)発注者が本業務対価の一部を遅滞したとき。 

(イ)発注者が第３３条の工事用地などを受注者の使用に供することができず、又は不可抗力等により、

受注者が本業務を実施できないとき。 

 前項における中止事由が解消したときは、受注者は、本業務を再開する。 
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 前項により本業務が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められ

る実施期間の変更並びに本業務対価の変更を請求することができる。 
（４） 受注者は、次の各号の一にあたる場合は、書面をもって発注者に通知して本契約を解除することが

できる。 
(ア)第１項において設計業務の中止期間が６か月以上となったとき。 

(イ)第１項において本工事の遅延又は中止期間が工期の１/４（工期の１/４が４か月を超える場合は

４か月）以上になったとき。ただし、地中障害物の発見等、不測の事態により工事が中止した場

合は適用しないものとする。 

(ウ)発注者が工事を著しく減少したため、本業務対価が２/３以上減少したとき。 

(エ)発注者が本契約に違反し、その違反により本契約の履行ができなくなったと認められるとき。 

(オ)発注者が以下の一にあたるとき。 

イ役員等(発注者が個人である場合にはその者を、発注者が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所等の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に定める暴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(以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

ロ暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団をい

う。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

ハ役員等が暴力団または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と認められると

き。 

（５） 発注者が支払を停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど）などにより、発注者が

本業務対価の支払能力を欠くおそれがあると認められるとき(以下本項において「本件事由」とい

う。）は、受注者は、書面をもって発注者に通知して本業務を中止し又は本契約を解除することが

できる。受注者が本業務を中止した場合において、本件事由が解消したときは、第２項及び第３項

を適用する。 
（６） 第１項又は第４項の場合、受注者は、発注者に損害の賠償を求めることができる。 

第６３条 解除に伴う措置 

 本契約を解除したとき、発注者は、工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(有
償支給材料を含む。）がある場合、これを引き受けるものとして、発注者及び受注者が協議し清算す

る。 
 本契約を解除したとき、受注者は発注者に対して、設計業務及び工事監理業務に関し、契約が解除さ

れるまでの間、債務の本旨に従って履行した割合に応じた本業務対価の支払を請求することができる。 
 発注者は、契約解除のときまでに受注者から交付されている設計成果物及び未完了の設計成果物(以下

すでに受注者から交付されているものを「交付済み図書」という。）がある場合、これを利用するこ

とができる。 
 前項において、交付済み図書が著作物に該当する場合、第１６条から第１９条までの規定中、「著作

成果物」を「交付済み図書」と読み替えて適用する。ただし、発注者は、未完了の設計成果物につい

て受注者の氏名を表示してはならない。 
 第３項において、交付済み図書のうち設計成果物に本契約不適合がある場合には、第５８条の規定を

適用するものとするが、未完了の設計成果物について、発注者は、本契約不適合ある場合といえども、

追完及び損害の賠償を請求することができない。 
 前４項の定めにかかわらず、発注者又は受注者の一方が、設計成果物の利用範囲（受注者の特許権等

を含む。）、著作権の帰属、設計成果物の本契約不適合に対する責任等について協議を求めた場合、

相手方は速やかに協議に応じるものとする。 
 発注者が第５９条第２項により本契約を解除した場合に、清算の結果過払があるときは、受注者は、

過払額についてその支払を受けた日から法定利率による利息をつけて発注者に返す。 
 本契約を解除したときは、発注者及び受注者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期

間を定めてその引取り、あと片付けなどの処置を行う。 
 発注者又は受注者は、前項の処置が遅れている場合に、催告しても正当な理由がなくなお行われない

ときは、相手方に代ってこれを行い、その費用を請求することができる。 

第６４条 業務妨害又は不当要求に対する措置 
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受注者は、業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 
① 暴力団等（暴力団対策法第２条に規定するものをいう。）から工事妨害又は不当要求を受けた場合 

は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出るこ 
と。 

② 受注者の再委託業者及び下請業者が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として 
拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、再委託業者及び下請 

業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出ること。 

第６５条 遵守義務違反 

発注者は、受注者が前条に違反した場合は、山武市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成18年山 
武市訓令第40号。その後の改正を含む。）の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の再委託

業者及び下請業者が報告を怠った場合も同様とする。 

第６６条 紛争の解決 

 本契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じたときは、千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」

という。）のあっせん又は調停によってその解決を図ることができる。ただし、当該紛争が審査会の

対象外である場合は、訴えの提起又は民事調停法に基づく民事調停の申立てをすることができる。 
 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて、仲裁に付すことができる。 

 

第６７条 個人情報の保護 

受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特 
記事項」を守らなければならない。 

第６８条 データの保護 

受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記２「データ保護及び管 
理に関する特記仕様書」を守らなければならない。 

第６９条 補則 

本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。 
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別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本事項） 

第１条 受注者は、本契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の

重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

２ 受注者は、本契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、本契約による事務に

係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、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

の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（厳重な保管及び搬送） 

第３条 受注者は、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止す

るため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

（再委託の禁止） 

第４条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第

三者にその処理を委託してはならない。 

（委託目的以外の利用等の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を当該事務

の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を複写し、

又は複製してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第７条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。本契約が終了し、又は解除さ

れた後においても、同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第８条 受注者は、本契約が終了し、又は解除されたときは、本契約による事務に係る個人情報を、速やか

に発注者に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第９条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損

害賠償の請求をすることができるものとする。 

（その他） 

第10条 受注者は、第１条から第９条に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。 
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別記２ 
 

データ保護及び管理に関する特記仕様書 
 
第１ 目的 
本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリ

ティ方策並びにデータの漏洩、亡失、改ざん又は消去など（以下「データ漏洩等」という。）の発生時に実

施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。 
 
第２ 適用範囲 
本契約を履行するに当たり、発注者が交付若しくは使用を許可し又は受注者が作成若しくは出力したもの

であって用紙に出力されたものを含むすべての電子データ等（以下「電子データ等」という。）を対象とす

る。ただし、出版、報道等により公にされている情報を除く。 
 
第３ 本契約を履行する者が遵守すべき事項 
受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。 
 
１ 本業務開始前の遵守事項 
受注者は、本業務を開始する前に、次の各号に定める事項について「データ管理計画書」を作成し、発

注者の承認を得ること。 
 

⑴ データ取扱者等の指定 
受注者は、電子データ等を取り扱う者（以下「データ取扱者」という。）及びデータ取扱者を統括す

る者（以下「データ取扱責任者」という。）を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ

取扱者等名簿」を作成すること。 
なお、データ取扱者及びデータ取扱責任者 （以下「データ取扱者等」という。）は、守秘義務等デー

タの取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて記入す

ること。 
 

⑵ データの取扱者等への教育・周知 
受注者は、データ取扱者等へ対し、本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容について教育及

び周知を行うこと。 
 

⑶ データの取り扱いに関する計画の作成 
受注者は、電子データ等の取り扱いに関し、データの複製、破棄及び保管場所の変更が生じる場合な

どの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。 
 

⑷ 作業場所等のセキュリティ確保 
受注者は、発注者が指定する作業場所以外の場所において作業を行おうとするときは、電子データ等

及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「作業

場所等に係るセキュリティ措置計画」を発注者へ提出し、発注者の承認を得ること。 
 

① 作業場所のセキュリティ確保 
例：データエントリールーム、データ保管室、電子計算機室等に対する施錠設備、ＩＤ 

カードやパスワードを用いた入退室管理機能等 
② 作業におけるセキュリティ確保 
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例：システムログインパスワード、ファイルに対する専用のＩＤ、アクセス権限の設定 
  等 

 
⑸ データ漏洩等発生時の対応手順の作成 
受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し、その対応手順を作成すること。 

 
２ 本業務実施中における遵守事項 

⑴ データ管理簿の作成 
受注者は、電子データ等を取り扱うときは「データ管理簿」を作成し、データ名、授受方法、保管場

所、使用目的、使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。 
 

⑵ 作業場所の監査 
受注者は、発注者が指定した作業場所以外の場所において本契約に係る作業を行っている場合に、発

注者がその施設及び設備に関し、上記１－⑷で受注者が作成した「作業場所等に係るセキュリティ措置

計画」の遵守状況について監査する旨申し出たときは、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れる

こと。 
 

⑶ データの取り扱い 
受注者は、本業務において電子データ等を取り扱うときは、データ取扱責任者に以下の作業を行わせ

ること。 
 

① データ取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。 
② 作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出し 
の有無を厳重に検査すること。 

 
３ 本業務完了時の遵守事項 

⑴ データ返却等処理 
受注者は、本業務が完了したときは、「データ管理簿」に記載されているすべてのデータについて、

返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を

記した「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 
 

⑵ 作業後の報告 
受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管

理簿」を発注者へ提出すること。 
 
４ その他の遵守事項 

⑴ データ漏洩等発生時の対応 
受注者は、電子データ等の漏洩等が発生した場合は、以下により直ちに対応を図ること。 

 
① 発生状況報告 

本業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は、その事案の概要、発生した日時、場所、

事由、その時のデータ取扱者等を明らかにし、速やかに発注者へ報告すること。 
② 対応措置 

受注者は、発注者の指示に基づき、対応措置を実施すること。なお、急速な被害の拡大が予見され

るときは、受注者の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに、その措置内容を発注者

に報告すること。 
③ 報告書の提出 
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受注者は、発注者が指定する期日までに、発生した事案の具体的内容、原因、実施した措置等につ

いて報告書を調製し、提出すること。 
④ 再発防止策の作成・提出 

受注者は、電子データ等の漏洩等が発生したときは、その措置後に遅滞なく、再発を防止するため

の措置計画を策定し、発注者の承認を得た後、速やかに実施すること。 
 
 
[注] 別記１及び別記２については、個人情報の取扱いを伴う事務の委託の実態に即して、適宜必要な事項

を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。 
 

 


