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契約保証金
か

６
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住宅建設瑕疵担保責任保険
［注］ 住宅の新築工事の場合のみ記載する。
か

し

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66
か

し

号）第２条第４項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設
か

し

瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)
保険期間についてそれぞれ記入する。
か

し

なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の
所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者
に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基
づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれ
を履行するものとする。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
１通を保有する。
平成

年

月

日

発注者 兵庫県
契約担当者

印

受注者 住所
氏名

印
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（総則）
第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、
設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を
いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設
計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければなら
ない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を
発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下、
「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがあ
る場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行
わなければならない。
６ この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。
７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
８ この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、設計図
書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。
９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律
第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的
管轄裁判所とする。
12 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、この契約に
基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該
代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての
構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの
契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
（関連工事の調整）
第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工
する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施
工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調
整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
（請負代金内訳書及び工程表）
第３条 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、請負代金内
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訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければ
ならない。
２ 内訳書には、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。
３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
（契約の保証）
第４条 受注者は、この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) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、
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
(4) この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) この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
２ 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、請負代金額の10分の１以上としなければならない。
３ 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。
４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の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。
（権利義務の譲渡等）
第５条 受注者は、この契約により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、発注者の承諾を得た場合は、この
限りでない。
２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のう
ち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第37条第３項の規定による
部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他
の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場
合は、この限りでない。
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（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６条 受注者は、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
てその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせ
てはならない。
（下請負人の通知）
第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項
の通知を請求することができる。
（下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法
（昭和24年法律第100号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義
務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人と
してはならない。
(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出
２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応
じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とするこ
とができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困
難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に
掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」
という。）を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人
次のいずれかに該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困
難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日
（発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができな
い相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期
間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
（特許権等の使用）
第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に
基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となってい
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る工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わ
なければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合
において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がそ
の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用
を負担しなければならない。
（監督員）
第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければ
ならない。監督員を変更したときも同様とする。
２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の
権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設
計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾
又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者
が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材
料の試験若しくは検査（確認を含む。）
３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあって
はそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の
権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知し
なければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行
わなければならない。
５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、
承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う
ものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達し
たものとみなす。
６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注
者に帰属する。
（現場代理人及び主任技術者等）
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に
定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなら
ない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の主任
技術者）又は監理技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、監
理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者）
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(3) 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。）
２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締
りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請
求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、
この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、
取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると
認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととす
ることができる。
４ 受注者は、第２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。
５ 現場代理人、主任技術者（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。
（履行報告）
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発
注者に報告しなければならない。
（工事関係者に関する措置請求）
第12条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門
技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行に
つき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書
面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者
と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用
している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認めら
れるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要
な措置をとるべきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２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。
４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを
請求することができる。
５ 発注者は、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日以内に受注者に通知しなければ
ならない。
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（工事材料の品質及び検査等）
第13条 工事材料の品質については、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場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条におい
て同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査
に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接
要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から
７日以内に応じなければならない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事
現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定され
た工事材料については、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。
（監督員の立会い及び工事記録の整備等）
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合につ
いて見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受け
て調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された
工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図
書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調
合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は
工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日
から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求された
ときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応
じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した
上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又
は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の
調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録
を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提
出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写
真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
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（支給材料及び貸与品）
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び
貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又
は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、
発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。こ
の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能
が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、
その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７
日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与
か し
品に第２項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適
当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合に
おいて、必要があると 認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代え
て他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数
量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、
当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は
貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更す
ることができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若し
くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ
ばならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等
によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 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き損し、
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。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないと
きは、監督員の指示に従わなければならない。
（工事用地の確保等）
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必
要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日
（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなけれ
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ばならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけ
ればならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合にお
いて、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮
設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）がある
ときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取
り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を
撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、
受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行う
ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若
しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者
が受注者の意見を聴いて定める。
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督
員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合に
おいて、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事
由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代
金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に
違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊
して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと
認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当
該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査する
ことができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とす
る。
（条件変更等）
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を
発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければな
らない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない
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こと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示され
た自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特
別な状態が生じたこと。
２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げ
る事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければなら
ない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行
うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置
を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後
10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内
に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴い
た上、当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要が
あると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は
変更を行わなければならない。
(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要
があるもの 発注者が行う。
(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の
変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の
変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者
は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（設計図書の変更）
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に
通知して、設計図書を変更することができる。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工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工事の中止）
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地
震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下
「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工

1－10

事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事
を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者
に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止
内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることがで
きる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が
工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持する
ための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力
その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成するこ
とができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更
を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認め
られるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発
注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認
められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな
ければならない。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の
短縮変更を受注者に請求することができる。
２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、
特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満た
ない工期への変更を請求することができる。
３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金
額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな
らない。
（工期の変更方法）
第23条 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日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に
通知する。
２ 前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
者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条
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の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、
受注者が工期変更の請求を受けた日）から10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。
（請負代金額の変更方法等）
第24条 請負代金額の変更については、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日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受
注者に通知する。
２ 前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
者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10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。
３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け
た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議
して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12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請負代金額が不適当とな
ったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 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、変動前残工事
代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除し
た額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金
又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下こ
の条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える
額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、
物価指数等に基づき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。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った
後再度行うことができる。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」
とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするもの
とする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい
変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項
の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激
なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当とな
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ったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変
更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、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。
８ 第３項及び前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、第５項又は
第６項の請求を行った日又は受けた日から10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。
（臨機の措置）
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を
とらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者
は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得な
い事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに
通知しなければならない。
３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受
注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当
該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが
適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
（一般的損害）
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害
その他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第
１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただ
し、その損害（第51条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部
分を除く。）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、
発注者が負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害
を賠償しなければならない。ただし、その損害（第51条第１項の規定により付さ
れた保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）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、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、
振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、
発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施
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工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについ
ては、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合に
おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
（不可抗力による損害）
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっ
ては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰
すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工
事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損
害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知
しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項
の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条
第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条
において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費
用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があっ
たときは、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材
料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又
は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等に
より確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要
する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代
金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合
にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額
とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについ
て、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点にお
ける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕に
よりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額で
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あるものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降
の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあ
るのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とある
のは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を
超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を
差し引いた額」として同項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条か
ら第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費
用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は
負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合にお
いて、設計図書の変更内容は、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日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
２ 前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、発注者が請負代金額を増額すべき事由又
は費用の負担すべき事由が生じた日から10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。
（検査及び引渡し）
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければな
らない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日
以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認
するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
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
者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目
的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければ
ならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡し
を請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合に
おいては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者
の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成
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とみなして前５項の規定を適用する。
（中間検査）
第31条の２ 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者
の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
（請負代金の支払）
第32条 受注者は、第31条第２項（同条第６項後段により適用される場合を含む。
第３項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するこ
とができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日
以内に請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第２項の期間内に検査をしな
いときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の
期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとす
る。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期
間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（部分使用）
第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、
工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をも
って使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことに
よって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
（前金払）
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限と
する公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約
（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発
注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の４以内の前
払金の支払を発注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日
以内に前払金を支払わなければならない。
３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中
間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結
し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領
に基づき、請負代金額の10分の２以内の前払金の支払を発注者に請求することが
できる。前項の規定は、この場合について準用する。
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４ 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、
発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から請求があった
ときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請
負代金額の10分の４（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは
10分の６）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けている場合には、
中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、第40条及び第49条において同
じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで
きる。この場合においては、第２項の規定を準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金
額が減額後の請負代金額の10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受
けているときは10分の６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された
日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間
内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その
支払額の中からその超過額を控除することができる。
７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した
場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、
受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請
負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額
後の請負代金額の10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けている
ときは10分の６）の額を差し引いた額を返還しなければならない。
８ 第６項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状
況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議し
て返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内
に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
９ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、
その日数に応じ年２．７パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求
することができる。
（保証契約の変更）
第35条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに
前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保
証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、
保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ
ならない。
３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注
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者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
（前払金の使用等）
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機
械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、
支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額とし
て必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年４月１日から
平成31年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成
31年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超
える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこ
の工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
（部分払）
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工
事材料及び製造工場等にある工場製品（第13条第２項の規定により監督員の検査
を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないもの
にあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応
する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項以下に定めるところによ
り部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中
回を超える
ことができない。
２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る
出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製
品の確認を発注者に請求しなければならない。
３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注
者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査
を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。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て、出来
形部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。
５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求すること
ができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に
部分払金を支払わなければならない。
６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代
金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求
を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額）
７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場
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合における部分払金の額は、前項で算出した部分払金の額から「既に部分払をし
た額」を控除するものとする。
（部分引渡し）
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって
引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場
合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」
とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に
係る工事目的物」と、同条第５項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引
渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができ
る部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、
指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、発注者が同項の規定により準用される第32条第１項の請求を受けた日から14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額
×（１－前払金額／請負代金額）
（債務負担行為に係る契約の特則）
第39条 削
除
（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）
第40条 削
除
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）
第41条 削
除
（第三者による代理受領）
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、
第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、
受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がな
されているときは、当該第三者に対して第32条（第38条において準用する場合を
含む。）又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
（前払金等の不払に対する工事中止）
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32
条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもか
かわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することが
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できる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ち
にその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が
工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持する
ための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
か

し

（瑕疵担保）
か し
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間
か し
を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の
か し
賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に
過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
か し
２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第４項又は第５
項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し
を受けた日から２年以内（木造の建物等の建設工事及び設備工事等は１年以内）
か し
に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失によ
り生じた場合には、請求を行うことのできる期間は５年（石造、土造、レンガ造、
コンクリート造又は金属造その他これらに類する構造の工作物については10年）
とする。
か し
３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１
か し
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、当該瑕疵の修
か し
補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵がある
ことを知っていたときは、この限りでない。
４ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第
94条第１項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事
目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64
か し
号）第５条第１項及び第２項に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。）について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期
間は、10年とする。
か し
５ 発注者は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２
項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１
項の権利を行使しなければならない。
か し
６ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監
督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材
料又は指図が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。
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（履行遅滞の場合における損害金等）
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができ
ない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
２ 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請
負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計
算した額とする。
３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第２項（第 38 条において準用
する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注
者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセントの割合で計算し
た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
（公共工事履行保証証券による保証の請求）
第46条 第４条第１項の規定によりこの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が付された場合において、受注者が次条各号のいずれ
かに該当するとき又は第47条の２第２項に該当するときは、発注者は、当該公共
工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工
事を完成させるよう請求することができる。
２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者
（以下この条において「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契
約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われ
た場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る
請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。）
(2) 工事完成債務
か し
か し
(3) 瑕疵担保債務（受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。）
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第28条の規定により受注者が施
工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）
３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が
同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行
保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に
基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係
る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金
の額を限度として、消滅する。
（発注者の解除権）
第47条 発注者は、受注者又はその現場代理人その他の使用人が次の各号のいず
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。
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(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相
当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 建設業法第28条第３項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第29条若
しくは第29条の２の規定により許可を取り消されたとき。
(5) 発注者の監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、関係法令又はこの契約に違反し、その違反に
よりこの契約の目的を達することができないと認められるとき、又は契約を継
続することが適当でないと認められるとき。
(7) 第49条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
（契約が解除された場合等の違約金）
第47条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代
金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな
ければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者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) 受注者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) 受注者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) 受注者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 第１項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代
わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をも
って第１項の違約金に充当することができる。
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条の規定によるほか、必要
があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
（受注者の解除権）
第49条 受注者は、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。
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(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減
少したとき
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分
の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部
のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過して
も、なおその中止が解除されないとき
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能と
なったとき
２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害がある
ときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
（解除に伴う措置）
第50条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の
上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け
るものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応
する請負代金を受注者に支払わなければならない。
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
注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす
る。
３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の
規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定に
よる部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除し
た額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合に
おいて、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条
又は第47条の２第２項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払
の日から返還の日までの日数に応じ年２．７パーセントの割合で計算した額の利
息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注
者に返還しなければならない。
４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第
１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に
返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若し
くは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなか
った部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、
又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該
貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受
注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状
に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
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６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有
又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又
は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去す
るとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければな
らない。
７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を
撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、
受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行う
ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若
しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等
については、この契約の解除が第47条又は第47条の２第２項の規定によるときは
発注者が定め、前２条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定め
るものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措
置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
（火災保険等）
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条にお
いて同じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他
の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければ
ならない。
２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれ
に代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険
に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
（賠償金等の徴収）
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定す
る期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する
期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年５パーセントの割合で計算した
利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があ
るときは追徴する。
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パー
セントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
（あっせん又は調停）
第 53 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつ
き協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その
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他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び
受注者は、建設業法による兵庫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りその解決を図る。
２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術
者（監理技術者）、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用してい
る下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執
行に関する紛争については、第 12 条第３項の規定により受注者が決定を行った
後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しく
は受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなけ
れば、発注者及び受注者は、同項のあっせん又は調停を請求することができない。
（仲裁）
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は
調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわら
ず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
（補則）
第55条 この契約書に定めのない事項については、財務規則（昭和39年兵庫県規
則第31号）によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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≉ᐃࡢ㐪ἲ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯

 㸦Ⓨὀ⪅ࡢゎ㝖ᶒ㸧 
㸯 Ⓨὀ⪅ࡣࠊཷὀ⪅ཪࡣཷὀ⪅ࡀ௦⌮ேࠊᨭ㓄ேࡑࡢ⏝ேⱝࡋࡃࡣධᮐ௦⌮
ேࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡀࠊࡇࡢዎ⣙ࡢධᮐ㛵ࡋ࡚ᆅ᪉⮬ἲ⾜௧㸦
ᖺᨻ௧➨ྕ㸧➨᮲ࡢ㸲➨㸰㡯➨㸰ྕヱᙜࡍࡿㄆࡵࡓࡁࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࢆ
ゎ㝖࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯ཬࡧ➨
㸱㡯ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

 㸦ゎ㝖క࠺ᥐ⨨㸧
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿゎ㝖క࠸ࠊཷὀ⪅ᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓࡋ࡚ࡶࠊཷὀ⪅ࡣⓎὀ
⪅ᑐࡋ࡚ࡑࡢᦆᐖࢆㄳồࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸱 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙
᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋࠊྠ᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸶㡯୰ࠕ➨᮲ࠖࢆࠕ≉ᐃࡢ㐪ἲ⾜
Ⅽ㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯➨㸯㡯ࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

 㸦㈺ൾࡢண⣙㸧
㸲 ཷὀ⪅ࡣࠊཷὀ⪅㸦ཷὀ⪅ࢆᵓᡂᴗ⪅ࡍࡿᴗ⪅ᅋయࢆྵࡴࠋ
㸧ཪࡣཷὀ⪅
ࡀ௦⌮ேࠊᨭ㓄ேࡑࡢ⏝ேⱝࡋࡃࡣධᮐ௦⌮ேࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡀࠊࡇ
ࡢዎ⣙ࡢධᮐ㛵ࡋ࡚ḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡋࡓࡁࡣࠊㄳ㈇௦㔠㢠ࡢศ
ࡢ㸰┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆ㈺ൾ㔠ࡋ࡚Ⓨὀ⪅ࡀᣦᐃࡍࡿᮇ㛫ෆⓎὀ⪅ᨭᡶࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᕤࡀᡂࡋࡓᚋࡶྠᵝࡍࡿࠋ


 ฮἲ㸦᫂ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨᮲ࡢ㸴ࡼࡿฮࡀ☜ᐃࡋࡓࡁࠋ



 ฮἲ➨᮲ࡼࡿฮࡀ☜ᐃࡋࡓࡁࠋ



 බṇྲྀᘬጤဨࡀࠊ⚾ⓗ⊂༨ࡢ⚗Ṇཬࡧබṇྲྀᘬࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦
ᖺἲᚊ➨ྕࠋ௨ୗࠕ⊂༨⚗Ṇἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ㝖
ᥐ⨨௧ࢆ⾜ࡗࡓࡁࠋࡓࡔࡋࠊ㝖ᥐ⨨௧ᑐࡋࠊ⾜ᨻ௳ッゴἲ㸦
ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨㸱᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓሙྜࢆ㝖ࡃࠋ




 බṇྲྀᘬጤဨࡀࠊ⊂༨⚗Ṇἲ➨᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿㄢᚩ㔠⣡௧ࢆ
⾜ࡗࡓࡁࠋࡓࡔࡋࠊㄢᚩ㔠⣡௧ᑐࡋࠊ⾜ᨻ௳ッゴἲ➨㸱᮲➨㸯㡯ࡢ
つᐃࡼࡾᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳ࡋࡓሙྜࢆ㝖ࡃࠋ



 ๓㸰ྕࡢᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳ࡋࠊࡑࡢッゴࡘ࠸࡚ㄳồᲠ༷ཪࡣッ࠼༷ୗࡢุỴ
ࡀ☜ᐃࡋࡓࡁࠋ


㸳 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊⓎὀ⪅⏕ࡌࡓᦆᐖࡢ㢠ࡀྠ㡯つᐃࡍࡿ㈺ൾ㔠ࡢ㢠ࢆ㉸࠼ࡿ
ሙྜ࠾࠸࡚ࠊⓎὀ⪅ࡀࡑࡢ㉸㐣ศࡘࡁ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ
㸫



࡞࠸ࠋ

 㸦㈺ൾ㔠➼ࡢᚩ㸧
㸴 ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ㐪⣙㔠ཪࡣ๓㸰㡯ࡢつᐃࡼࡿ㈺ൾ㔠ࡢᚩࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

 㸦ඹྠᴗయᑐࡍࡿ㈺ൾࡢㄳồ㸧
㸵 ཷὀ⪅ࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡿࡁࡣࠊ➨㸲㡯୰ࠕཷὀ⪅ࠖࢆࠕཷὀ⪅ཪࡣཷὀ⪅
ࡢ௦⾲⪅ⱝࡋࡃࡣᵓᡂဨࠖㄞࡳ᭰࠼ࡿࠋ

㸶 ཷὀ⪅ࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡾࠊ᪤ゎᩓࡋ࡚࠸ࡿࡁࡣࠊⓎὀ⪅ࡣࠊᙜヱඹྠ
ᴗయࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓࡍ࡚ࡢ⪅ᑐࡋ࡚➨㸲㡯ࡢつᐃࡼࡿ㈺ൾ㔠ࢆㄳồࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࡣࠊⓎὀ⪅ᑐࡋ࡚
ඹྠ㐃ᖏࡋ࡚㈺ൾ㔠ᨭᡶࡢ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ


㸫



ᭀຊᅋ➼㝖㛵ࡍࡿ≉⣙

 㸦㊃᪨㸧
㸯 Ⓨὀ⪅ཬࡧཷὀ⪅ࡣࠊᭀຊᅋ㝖᮲㸦ᖹᡂᖺරᗜ┴᮲➨ྕࠋ௨ୗࠕ᮲
ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧➨㸵᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᭀຊᅋࢆࡍࡿࡇ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᚲせ
࡞ᥐ⨨ࢆᐇࡍࡿࡇࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྛ㡯ࡢ࠾ࡾྜពࡍࡿࠋ

 㸦ዎ⣙ࡽࡢᭀຊᅋࡢ㝖㸧
㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊᭀຊᅋ㸦᮲➨㸰᮲➨㸯ྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧
ࠊ
ᭀຊᅋဨ㸦ྠ᮲➨㸱ྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋဨࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ
㸧୪ࡧ᮲➨㸵
᮲ᇶ࡙ࡁᭀຊᅋ㝖᮲⾜つ๎㸦ᖹᡂᖺරᗜ┴බᏳጤဨつ๎➨㸰ྕ㸧➨
㸰᮲ྛྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋཬࡧᭀຊᅋဨᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸦௨ୗࡇࢀࡽࢆ
ࠕᭀຊᅋ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡇࡢᘓタᕤࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚⥾⤖ࡍࡿㄳ㈇ዎ⣙ཬࡧ㈨ᮦ
ཪࡣཎᮦᩱࡢ㉎ධዎ⣙ࡑࡢࡢࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜క࠸⥾⤖ࡍࡿዎ⣙㸦௨ୗࠕୗㄳ
ዎ⣙➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⥾⤖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ཷὀ⪅ࡣࠊᙜヱ⪅ࢆⓎὀ⪅ࡍࡿୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ
≉⣙ࡢ➨㸰㡯ࡽ➨㸴㡯ࡲ࡛ࠊ➨㸷㡯ࠊ➨㡯ࠊ➨㡯ཬࡧ➨㡯‽ࡌࡓつᐃ
ࢆᙜヱୗㄳዎ⣙➼ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ཷὀ⪅ࡣࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
  ୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀᭀຊᅋ➼࡛࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࡁࠋ
  ࡇࡢዎ⣙ࡢᒚ⾜㛵ࡋ࡚ᕤࡢጉᐖࡑࡢᙜ࡞せồࢆཷࡅࡓࡁࠋ
  ୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡽᙜヱ⪅ࡀⓎὀࡋࡓୗㄳዎ⣙➼࠾ࡅࡿࡇࡢ㡯‽ࡌ
ࡓつᐃᇶ࡙ࡃሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡁࠋ

 㸦ᙺဨ➼㛵ࡍࡿሗᥦ౪㸧
㸳 Ⓨὀ⪅ࡣࠊཷὀ⪅ཬࡧୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀᭀຊᅋ➼ヱᙜࡋ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡓࡵࠊཷὀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊḟᥖࡆࡿ⪅㸦ཷὀ⪅ཬࡧୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀಶ
ே࡛࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢ⪅ࢆྵࡴࠋ௨ୗࠕᙺဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡢྡ⡙ࡑࡢ
ࡢᚲせ࡞ሗࡢᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᙺဨ㸦ᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿ♫ဨࠊྲྀ⥾ᙺࠊᇳ⾜ᙺཪࡣࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ⪅ࢆ࠸࠸ࠊ
┦ㄯᙺࠊ㢳ၥࡑࡢ࠸࡞ࡿྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࢆၥࢃࡎࠊཷὀ⪅ཪࡣୗㄳ
ዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ᑐࡋᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿ♫ဨࠊྲྀ⥾ᙺࠊᇳ⾜ᙺཪࡣࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ
⪅ྠ➼௨ୖࡢᨭ㓄ຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧


 ཷὀ⪅ཪࡣୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀࡑࡢᴗົ㛵ࡋ┘╩ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
㸦  ࡢᙺဨࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡋ࡚⏝ࡋࠊཪࡣ௦⌮ேࡋ࡚㑅௵ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸦ᨭᗑཪ
ࡣᖖᘓタᕤࡢㄳ㈇ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿົᡤࡢ௦⾲⪅ࢆྵࡴࠋ
㸧
㸫




㸴 Ⓨὀ⪅ࡣࠊཷὀ⪅ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓሗࢆරᗜ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗㸦௨ୗࠕ㆙ᐹᮏ㒊㛗ࠖ
࠸࠺ࠋ
㸧ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦㆙ᐹᮏ㒊㛗ࡽᚓࡓሗࡢ⏝㸧
㸵 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ
ཷὀ⪅ཬࡧୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀᭀຊᅋ➼ヱᙜࡍࡿࡢࡘ࠸࡚ࠊ
㆙ᐹᮏ㒊㛗ពぢࢆ⫈ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸶 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ㆙ᐹᮏ㒊㛗ࡽᚓࡓሗࢆࡢዎ⣙࠾࠸࡚➨㸯㡯ࡢ㊃᪨ᚑ࠸ᭀ
ຊᅋ➼ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡋࠊཪࡣࡢዎ⣙ᢸᙜ⪅㸦㈈ົつ๎㸦ᖺරᗜ
┴つ๎➨ྕ㸧➨㸰᮲➨㸶ྕつᐃࡍࡿዎ⣙ᢸᙜ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧ⱝࡋࡃࡣබႠᴗ
⟶⌮⪅ⱝࡋࡃࡣ㝔ᴗ⟶⌮⪅ࡀ➨㸯㡯ࡢ㊃᪨ᚑ࠸ᭀຊᅋ➼ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ
ᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦Ⓨὀ⪅ࡢゎ㝖ᶒ㸧
㸷 Ⓨὀ⪅ࡣࠊཷὀ⪅㸦ཷὀ⪅ࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢᵓᡂဨࡢ࠸ࡎࢀ
ࡢ⪅ࠋ௨ୗࡇࡢ㡯࠾࠸࡚ྠࡌࠋ
㸧ࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊዎ⣙ࢆゎ
㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢ㸰➨㸯
㡯ཬࡧ➨㸱㡯ࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
  ᙺဨ➼ࡀᭀຊᅋဨ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ᭀຊᅋཪࡣᭀຊᅋဨࡀ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ᙺဨ➼ࡀ⮬ᕫࠊ⮬♫ⱝࡋࡃࡣ➨୕⪅ࡢṇࡢ┈ࢆᅗࡿ┠ⓗཪࡣ➨୕⪅ᦆ
ᐖࢆຍ࠼ࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ࠊᭀຊᅋཪࡣᭀຊᅋဨࢆ⏝ࡍࡿ࡞ࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡁࠋ
  ᙺဨ➼ࡀࠊᭀຊᅋཪࡣᭀຊᅋဨᑐࡋ࡚㈨㔠➼ࢆ౪⤥ࡋࠊཪࡣ౽ᐅࢆ౪ࡍ
ࡿ࡞┤᥋ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ✚ᴟⓗᭀຊᅋࡢ⥔ᣢࠊ㐠Ⴀ༠ຊࡋࠊⱝࡋࡃࡣ㛵ࡋ࡚
࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ᙺဨ➼ࡀᭀຊᅋཪࡣᭀຊᅋဨ♫ⓗ㠀㞴ࡉࢀࡿࡁ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿᙜࡓࡾࠊࡑࡢ┦ᡭ᪉ࡀ  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀ
ヱᙜࡍࡿࡇࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࠊᙜヱ⪅ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ
  ཷὀ⪅ࡀࠊ  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⪅ࢆୗㄳዎ⣙➼ࡢ┦ᡭ᪉
ࡋ࡚࠸ࡓሙྜ㸦  ヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࠊⓎὀ⪅ࡀཷὀ⪅ᑐࡋ࡚ᙜヱዎ
⣙ࡢゎ㝖ࢆồࡵࠊཷὀ⪅ࡀࡇࢀᚑࢃ࡞ࡗࡓࡁࠋ
  ୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡀୗㄳዎ⣙➼ࢆⓎὀࡋ࡚  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ࠸ࡎࢀ
ヱᙜࡍࡿ⪅ࢆ┦ᡭ᪉ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࠊཷὀ⪅ࡀࡑࡢᐇࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽⓎὀ⪅
ࡢሗ࿌ࢆṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃᛰࡗࡓࡁࠊཷὀ⪅ࡀୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡇࡢ≉⣙
‽ࡌࡓ᮲㡯ࢆྵࢇࡔୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡁࡑࡢཷὀ⪅ࡀṇᙜ
㸫



࡞⌮⏤ࡀ࡞࠸ࡶࢃࡽࡎࡇࡢ≉⣙ࡢ᮲㡯ᨾព㐪ࡋࡑࡢ㐪ࡼࡾᭀ
ຊᅋࢆࡍࡿ⾜Ⅽࢆࡋࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡁࠋ

 㸦ゎ㝖క࠺ᥐ⨨㸧
 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿゎ㝖క࠸ࠊཷὀ⪅ᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓࡋ࡚ࡶࠊཷὀ⪅ࡣⓎὀ
⪅ᑐࡋ࡚ࡑࡢᦆᐖࢆㄳồࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ➨㸷㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙
᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋࠊྠ᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸶㡯୰ࠕ➨᮲ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊ
ࠕᭀ
ຊᅋ➼㝖㛵ࡍࡿ≉⣙➨㸷㡯ࠖࡍࡿࠋ

 㸦㐪⣙㔠ࡢᚩ㸧
 ➨㸷㡯࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ㐪
⣙㔠ࡢᚩࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

 㸦ㄋ⣙᭩ࡢᥦฟ➼㸧
 ཷὀ⪅ࡣࠊࡇࡢዎ⣙ࡢዎ⣙㔠㢠ࡀࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊⓎὀ⪅ᑐࡋࠊࡇ
ࡢዎ⣙ࡢ⥾⤖๓ࠊḟࡢ㡯㛵ࡋ࡚ࡢㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
  ཷὀ⪅ࡀᭀຊᅋ➼࡛࡞࠸ࡇࠋ
  ୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿᙜࡓࡾࠊᭀຊᅋ➼ࢆୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ࡋ࡞࠸ࡇ
ࠋ
  ཷὀ⪅ࡣࠊࡇࡢ≉⣙ࡢ᮲㡯㐪ࡋࡓࡁࡣࠊ➨㸷㡯ᇶ࡙ࡃዎ⣙ࡢゎ㝖ࠊ
๓㡯ᇶ࡙ࡃ㐪⣙㔠ࡢㄳồࡑࡢࡢⓎὀ⪅ࡀ⾜࠺୍ษࡢᥐ⨨ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ㏙
࡞࠸ࡇࠋ
 ཷὀ⪅ࡣࠊୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢዎ⣙㔠㢠㸦ྠ୍ࡢ⪅」
ᩘࡢୗㄳዎ⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢྜィ㔠㢠㸧ࡀࢆ㉸࠼ࡿࡁ
ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃ‽ࡌ࡚ᙜヱୗㄳዎ⣙➼ࡢཷὀ⪅ㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡉࡏࠊᙜヱㄋ⣙
᭩ࡢࡋ㸦➨㸱㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢ㡯‽ࡌ࡚ୗㄳዎ⣙➼ᐃࡵࡓつᐃࡼࡾᥦ
ฟࡉࡏࡓㄋ⣙᭩ࡢࡋࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆⓎὀ⪅ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 㸦ཷὀ⪅ࡽࡢ༠ຊせㄳ㸧
 ཷὀ⪅ࡣࠊࡇࡢ≉⣙ࡢ᮲㡯ᐃࡵࡿ㡯ࢆᒚ⾜ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿሙ
ྜࡣࠊⓎὀ⪅ཬࡧ㆙ᐹᮏ㒊㛗༠ຊࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸫



㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ≉グ㡯

 㸦ᇶᮏⓗ㡯㸧
➨㸯 ཷὀ⪅ࡣࠊู⾲ᥖࡆࡿປാ㛵ಀἲ௧㸦௨ୗࠕປാ㛵ಀἲ௧ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㑂
Ᏺࡍࡿࡇࡼࡾࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿປാ⪅㸦௨ୗࠕ≉ᐃປാ⪅ࠖ
࠸࠺ࠋ
㸧ᑐࡍࡿ᭱ప㈤㔠ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨㸱᮲つᐃࡍࡿ᭱ప㈤
㔠㢠㸦ྠἲ➨㸵᮲ࡢつᐃࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿປാ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ᭱ప㈤㔠㢠ࡽ
ྠ᮲ࡢつᐃࡼࡾῶ㢠ࡋࡓ㢠ࠋ௨ୗࠕ᭱ప㈤㔠㢠ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧௨ୖࡢ㈤㔠ࡢᨭᡶ
ࡑࡢࡢ≉ᐃປാ⪅ࡢ㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ཷὀ⪅㞠⏝ࡉࢀࠊࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃᴗົ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿປാᇶ‽ἲ㸦
ᖺἲᚊ➨ྕ㸧➨㸷᮲つᐃࡍࡿປാ⪅㸦ᙜヱᴗົ┤᥋ᚑࡋ࡞࠸⪅ࡸᐙ
⏝ேࢆ㝖ࡃࠋ 


 ປാ⪅ὴ㐵ᴗࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢ☜ಖཬࡧὴ㐵ປാ⪅ࡢಖㆤ➼㛵ࡍࡿἲᚊ
㸦ᖺἲᚊ➨ྕࠋ௨ୗࠕປാ⪅ὴ㐵ἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢつᐃࡼࡾࠊཷὀ⪅ࡢ
ࡓࡵࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃᴗົ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿປാ⪅㸦௨ୗࠕὴ㐵ປാ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
ᙜヱᴗົ┤᥋ᚑࡋ࡞࠸⪅ࢆ㝖ࡃࠋ 

㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊᙜヱ⪅ࢆⓎὀ⪅ࡍࡿୗㄳዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ≉
グ㡯ࡢ➨㸯ࡽ➨㸳ࡲ࡛ࡢつᐃ‽ࡌࡓつᐃࢆᙜヱୗㄳዎ⣙ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 㸦ཷὀ㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿᥐ⨨㸧
➨㸰 ཷὀ⪅ࡀࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃᴗົࡢ୍㒊ࢆ➨୕⪅⾜ࢃࡏࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡢᙜ
ヱཷク⪅ཬࡧᙜヱዎ⣙ᇶ࡙ࡃᴗົὴ㐵ປാ⪅ࢆ㛵ࢃࡽࡏࡼ࠺ࡍࡿሙྜࡢ
ᙜヱὴ㐵ዎ⣙ࡢ┦ᡭ᪉㸦௨ୗࠕཷὀ㛵ಀ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣࠊປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺ
ࡍࡿࡇࢆㄋ⣙ࡋࡓ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢዎ⣙㔠㢠㸦ྠ୍ࡢ⪅」ᩘࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖
ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢྜィ㔠㢠ࠋ
㸧ࡀࢆ㉸࠼ࡿࡁࡣࠊᙜヱཷὀ㛵ಀ⪅ࡽ
ປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿ᪨➼ࢆグ㍕ࡋࡓㄋ⣙᭩ࢆᚩྲྀࡋࠊࡑࡢࡋ㸦➨㸯ࡢ➨㸰
㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊࡇࡢ㡯‽ࡌ࡚ୗㄳዎ⣙➼ᐃࡵࡓつᐃࡼࡾᥦฟࡉࡏࡓㄋ⣙
᭩ࡢࡋࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆⓎὀ⪅ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ཷὀ⪅ࡣࠊཷὀ㛵ಀ⪅ཪࡣୗㄳࡑࡢ࠸࡞ࡿྡ⩏ࡼࡿࢆၥࢃࡎ┴௨እࡢ
⪅ࡽࠊࡇࡢዎ⣙ಀࡿᴗົࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚ㄳࡅ㈇ࡗࡓ⪅㸦௨ୗࠕୗㄳ㛵ಀ⪅ࠖ
࠸࠺ࠋ
㸧ࡀປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊᙜヱཷὀ㛵ಀ⪅
ᑐࡋࠊᣦᑟࡑࡢࡢ≉ᐃປാ⪅ ୗㄳ㛵ಀ⪅㞠⏝ࡉࢀࠊࡇࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃᴗົ
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿປാ⪅ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ ࡢ㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ཷὀ⪅ࡣࠊཷὀ㛵ಀ⪅ࡀḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊᙜヱཷὀ㛵ಀ
㸫



⪅⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ཷὀ⪅ᑐࡋࠊ➨㸲ࡢ➨㸲㡯ࠊ➨㸳ࡢ➨㸱㡯ⱝࡋࡃࡣ➨㸲㡯ࡢつᐃࡼࡿሗ
࿌ࢆࡏࡎࠊཪࡣഇࡢሗ࿌ࢆࡋࡓࡁࠋ
  ≉ᐃປാ⪅ᑐࡍࡿ㈤㔠ࡢᨭᡶࡘ࠸࡚ࠊ᭱ప㈤㔠ἲ➨㸲᮲➨㸯㡯ࡢつᐃ
㐪ࡋࡓࡋ࡚ࠊ᳨ᐹᐁ㏦⮴ࡉࢀࡓࡁࠋ

 㸦≉ᐃປാ⪅ࡽࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢᥐ⨨㸧
➨㸱 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ≉ᐃປാ⪅ࡽࠊཷὀ⪅ཪࡣୗㄳ㛵ಀ⪅ࡀ≉ᐃປാ⪅ᑐࡋ࡚᭱
ప㈤㔠㢠௨ୖࡢ㈤㔠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸࡞࠸᪨ࡢ⏦ฟࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⏦
ฟࡢෆᐜࢆປാᇶ‽┘╩⨫㏻ሗࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 Ⓨὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᚲせᛂࡌࠊཷὀ⪅ᑐࡋࠊປാᇶ‽┘╩
⨫ࡢ㏻ሗᚲせ࡞ሗࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሗ࿌ࢆồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊ㏿ࡸⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ཷὀ⪅ࡣ ࡑࡢ㞠⏝ࡍࡿ≉ᐃປാ⪅ࡀ➨㸯㡯つᐃࡍࡿ⏦ฟࢆࡋࡓࡇࢆ⌮⏤
ࡋ࡚ࠊᙜヱ≉ᐃປാ⪅ᑐࡋࠊゎ㞠ࡑࡢࡢ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸳 ཷὀ⪅ࡣࠊ➨㸯㡯つᐃࡍࡿ≉ᐃປാ⪅ࡀୗㄳ㛵ಀ⪅㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ
࠾࠸࡚ࠊ➨㸰㡯ࡢሗ࿌ࢆồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊཷὀ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᙜ
ヱ☜ㄆࡢ⤖ᯝࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ཷὀ⪅ࡣࠊୗㄳ㛵ಀ⪅㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാ⪅ࡀ➨㸯㡯つᐃࡍࡿ⏦ฟࢆ
ࡋࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚ࠊᙜヱୗㄳ㛵ಀ⪅ࡀᙜヱ≉ᐃປാ⪅ᑐࡋࠊゎ㞠ࡑࡢࡢ
┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊཷὀ㛵ಀ⪅ồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸵 Ⓨὀ⪅ࡣࠊᚲせᛂࡌࠊປാᇶ‽┘╩⨫ᑐࡋࠊ➨㸱㡯ࠊ➨㸳㡯ࠊ➨㸲ࡢ➨㸰
㡯ࠊ➨㸲㡯ཬࡧ➨㸳ࡢྛ㡯ࡢつᐃࡼࡿⓎὀ⪅ᑐࡍࡿሗ࿌ࡼࡾᚓࡓሗࢆᥦ
౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦ປാᇶ‽┘╩⨫ࡽពぢࢆཷࡅࡓሙྜࡢᥐ⨨㸧
➨㸲 Ⓨὀ⪅ࡣࠊປാᇶ‽┘╩⨫ࡽཷὀ⪅㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാ⪅ࡢ㈤㔠ࡀ
᭱ప㈤㔠㢠㐩ࡋ࡞࠸᪨ࡢពぢࢆཷࡅࡓࡁࡣࠊཷὀ⪅ᑐࡋࠊᙜヱ≉ᐃປാ⪅
᭱ప㈤㔠㢠௨ୖࡢ㈤㔠ࡢᨭᡶࢆ⾜࠺ࡇࢆồࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾ㈤㔠ࡢᨭᡶࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊⓎὀ⪅
ࡀᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ࡛ᙜヱᨭᡶࡢ≧ἣࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 Ⓨὀ⪅ࡣࠊປാᇶ‽┘╩⨫ࡽୗㄳ㛵ಀ⪅㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാ⪅ࡢ㈤㔠
ࡀ᭱ప㈤㔠㢠㐩ࡋ࡞࠸᪨ࡢពぢࢆཷࡅࡓࡁࡣࠊཷὀ⪅ᑐࡋࠊᙜヱ≉ᐃປാ
⪅᭱ప㈤㔠㢠௨ୖࡢ㈤㔠ࡢᨭᡶࢆ⾜࠺᪨ࡢᣦᑟࢆཷὀ㛵ಀ⪅⾜࠺ࡇࢆồ
ࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸲 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾᣦᑟࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊྠ㡯ࡢཷὀ㛵
㸫



ಀ⪅ᑐࡋ࡚ྠ㡯ࡢ㈤㔠ࡢᨭᡶࡢ≧ἣࡢሗ࿌ࢆồࡵࡿࡶࠊⓎὀ⪅ࡀᐃࡵࡿ
ᮇ᪥ࡲ࡛ᙜヱሗ࿌ࡢෆᐜࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 㸦ປാᇶ‽┘╩⨫ࡽ⾜ᨻᣦᑟࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢᥐ⨨㸧
➨㸳 ཷὀ⪅ࡣࠊປാᇶ‽┘╩⨫㛗ཪࡣປാᇶ‽┘╩ᐁࡽ≉ᐃປാ⪅ᑐࡍࡿ㈤
㔠ࡢᨭᡶ࠾ࡅࡿ᭱ప㈤㔠ἲࡢ㐪ࡘ࠸࡚⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ
㏿ࡸᙜヱ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡓࡇཬࡧࡑࡢᑐᛂ᪉㔪ࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊྠ㡯ࡢ㐪ࢆṇࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨㸦௨ୗࠕ
ṇᥐ⨨ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᪨ࢆປാᇶ‽┘╩⨫㛗ཪࡣປാᇶ‽┘╩ᐁሗ
࿌ࡋࡓࡁࡣࠊ㏿ࡸṇᥐ⨨ࡢෆᐜࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 ཷὀ⪅ࡣࠊୗㄳ㛵ಀ⪅ࡀ➨㸯㡯ࡢ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊཷὀ㛵ಀ
⪅ᑐࡋ࡚㏿ࡸᙜヱ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡓࡇཬࡧࡑࡢᑐᛂ᪉㔪ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࢆồࡵࡿࡶࠊᙜヱሗ࿌ࡢෆᐜࢆⓎὀ⪅ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ཷὀ⪅ࡣࠊ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊྠ㡯ࡢୗㄳ㛵ಀ⪅ࡀṇᥐ⨨ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᪨
ࢆປാᇶ‽┘╩⨫㛗ཪࡣປാᇶ‽┘╩ᐁሗ࿌ࡋࡓࡁࡣࠊཷὀ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚
㏿ࡸᙜヱṇᥐ⨨ࡢሗ࿌ࢆồࡵࡿࡶࠊᙜヱሗ࿌ࡢෆᐜࢆⓎὀ⪅ሗ࿌
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 㸦ዎ⣙ࡢゎ㝖㸧
➨㸴 Ⓨὀ⪅ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊዎ⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯ཬࡧ➨㸱㡯ࡢ
つᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
  ཷὀ⪅ࡀࠊⓎὀ⪅ᑐࡋࠊ➨㸲ࡢ➨㸰㡯ࠊ➨㸳ࡢ➨㸯㡯ⱝࡋࡃࡣ➨㸰㡯ࡢつ
ᐃࡼࡿሗ࿌ࢆࡏࡎࠊཪࡣഇࡢሗ࿌ࢆࡋࡓࡁࠋ
  ཷὀ⪅ࡀࠊⓎὀ⪅ᑐࡋࠊ➨㸲ࡢ➨㸲㡯ࠊ➨㸳ࡢ➨㸱㡯ⱝࡋࡃࡣ➨㸲㡯ࡢつ
ᐃࡼࡿሗ࿌ࢆࡏࡎࠊཪࡣഇࡢሗ࿌ࢆࡋࡓࡁࠋ
㸦ཷὀ⪅ࡀࠊ➨㸰ࡢ➨㸯㡯ࡢ
ㄋ⣙ࢆࡋࡓཷὀ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ➨㸲ࡢ➨㸱㡯つᐃࡍࡿᣦᑟཬࡧ➨㸲ࡢ➨㸲㡯ࠊ
➨㸳ࡢ➨㸱㡯ཪࡣ➨㸲㡯ࡢつᐃࡼࡿሗ࿌ࡢồࡵࢆ⾜ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊᙜヱ
ཷὀ㛵ಀ⪅ࡀཷὀ⪅ᑐࡋ࡚ᙜヱሗ࿌ࢆࡏࡎࠊཪࡣഇࡢሗ࿌ࢆࡋࡓࡁࢆ㝖
ࡃࠋ
㸧
  ≉ᐃປാ⪅ᑐࡍࡿ㈤㔠ࡢᨭᡶࡘ࠸࡚ࠊཷὀ⪅ཪࡣཷὀ㛵ಀ⪅ࡀ᭱ప㈤㔠
ἲ➨㸲᮲➨㸯㡯ࡢつᐃ㐪ࡋࡓࡋ࡚ࠊ᳨ᐹᐁ㏦⮴ࡉࢀࡓࡁࠋ
㸦ཷὀ⪅ࡀ
➨㸰ࡢ➨㸲㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊᙜヱཷὀ㛵ಀ⪅⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿዎ⣙ࢆゎ㝖ࡋࡓࡁ
ࢆ㝖ࡃࠋ 
㸰 ࡇࡢ㡯ࡢつᐃࡼࡾࡇࡢዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙
᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋࠊྠ᮲➨㸱㡯ཬࡧ➨㸶㡯୰ࠕ➨᮲ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊࡇࡢ
㸫



≉グ㡯ࡢࡇࡢ㡯ࡍࡿࠋ
㸱 ࡇࡢ㡯࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢ㸰➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿ㐪
⣙㔠ࡢᚩࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤㄳ㈇ዎ⣙᭩➨᮲ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ

 㸦ᦆᐖ㈺ൾ㸧
➨㸵 ཷὀ⪅ࡣࠊ➨㸴ࡢつᐃࡼࡿዎ⣙ࡢゎ㝖క࠸ࠊᦆᐖࡀ⏕ࡌࡓࡋ࡚ࡶࠊⓎ
ὀ⪅ᑐࡋ࡚ࡑࡢᦆᐖࡢ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 㸦㐪⣙㔠㸧
➨㸶 ཷὀ⪅ࡣࠊ➨㸴ࡢつᐃࡼࡾዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ㐪⣙㔠ࢆⓎὀ⪅ࡢᣦ
ᐃࡍࡿᮇ㝈ࡲ࡛Ⓨὀ⪅ᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ู⾲㸦➨㸯㛵ಀ㸧
 ປാ㛵ಀἲ௧
  ປാᇶ‽ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ປാ⤌ྜἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ᭱ప㈤㔠ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ປാᏳ⾨⏕ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  㞠⏝ࡢศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪࡢᆒ➼࡞ᶵཬࡧᚅ㐝ࡢ☜ಖ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦
ᖺἲᚊ➨ྕ㸧


 ປാ⪅ὴ㐵ᴗࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢ☜ಖཬࡧὴ㐵ປാ⪅ࡢಖㆤ➼㛵ࡍࡿἲᚊ
㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧

  ▷㛫ປാ⪅ࡢ㞠⏝⟶⌮ࡢᨵၿ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ປാዎ⣙ἲ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ᗣಖ㝤ἲ㸦ṇᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  㞠⏝ಖ㝤ἲ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧
  ປാಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱࡢᚩ➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖺἲᚊ➨ྕ㸧

㸫

