
事業契約書（案） 2014年1月30日

No. 頁 条 項 号 その他 項目名 新 旧
1 6 第12条 5 （第三者の使用） 本項の定めに従って～ 本項に定めに従って～
2 9 第21条 7 （設計の変更） 前6項に基づき～ 前7項に基づき～
3 13 第35条 4 （瑕疵担保） 瑕疵の修補及び損害の賠償～ 瑕疵の補修及び損害の賠償～
4 14 第37条 1 （業務実施者等） 各業務の総括責任者、～ 各業務の統括責任者、～

5 15 第42条
（引渡予定日の
変更）

（解体・駐車場等整備業務完了予定日の変更） （引渡予定日の変更）

6 17 第47条 3
（解体・駐車場等
整備業務の瑕疵
担保）

瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて～ 瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて～

6 17 第47条 3
（解体・駐車場等
整備業務の瑕疵
担保）

瑕疵の修補及び損害の賠償も保証されている場合
には～

瑕疵の補修及び損害の賠償も保証されている場合
には～

7 21 第61条 1 （2）
（本業務に関す
る履行保証）

サービス対価B-1,B-2,C-1,C-2の合計金額を
15.5で除した金額の～

サービス対価B-1,B-2,C-1,C-2の合計金額を
15で除した金額の～

8 25 第69条 1 （11） キ
（事業者の債務
不履行等による
契約の解除）

市から当該契約の解除を求められ、～ 発注者から当該契約の解除を求められ、～

9 27 第72条 4
(市の債務不履
行)

別紙5のサービス対価B-1及びB-2、C-1、C-
2、C-3の未払い額を

別紙5のサービス対価A-1及びA-2及びA-3の
未払い額を～

10 27 第73条 3
(市による任意
の解除)

サービス対価B-1及びB-2、C-1、C-2、C-3の
未払い額を～

サービス対価A-1及びA-2及びA-3の未払い額
を～

11 35 別紙１ 1． 用語の定義 本件施設の引渡しの翌日から～ 本件施設の引渡しから～
12 35 別紙１ 3． 用語の定義 要求水準書 第8に規定される維持管理業務～ 要求水準書 第7に規定される維持管理業務～
13 35 別紙１ 4． 用語の定義 要求水準書 第9に規定される運営業務～ 要求水準書 第7に規定される運営業務～

14 35 別紙１ 6． 用語の定義
要求水準書第2及び第3に規定される現庁舎
の解体業務並びに駐車場等の整備業務～

要求水準書第5に規定される現庁舎の解体・
業務並びに駐車場等の整備業務～

15 35 別紙１ 7． 用語の定義 ｢解体・駐車場等整備業務期間｣とは～  ｢解体・駐車場等整備業務業務期間｣とは～
16 35 別紙１ 12． 用語の定義 但し、解体・駐車場等整備業務業務は除く。 但し、解体・駐車場等整備業務業務は除く。
17 36 別紙１ 33． 用語の定義 要求水準書第10に規定される付帯事業～ 要求水準書第7に規定される付帯事業～

18 41 別紙5 1 （1）
施設整備業務
に係る対価

名称
サービス対価A-1(建設一時払金)

名称
サービス対価A-1(建設一次払金)

19 41 別紙5 1 （1）
施設整備業務
に係る対価

サービス対価A-2の概要
「サービス対価A-1を除いた金額を～」

サービス対価A-2の概要
「サービス対価A-2を除いた金額を～」

新旧対照表



20 43 別紙5 2 （1）
サービス対価
の支払方法等

(1) サービス対価A-1(建設一時払金) (1) サービス対価A-1(建設一次払金)

21 43 別紙5 2 （1） ①
サービス対価
の支払方法等

サービス対価A-1(建設一時払金)を施設竣工 サービス対価A-1(建設一次払金)を施設竣工

22 43 別紙5 2 （1） ②
サービス対価
の支払方法等

市に対して建設一時払金の支払いを 市に対して建設一次払金の支払いを

23 45 別紙5 3 （1）
サービス対価
A-1（建設一次

（1）サービス対価A-1（建設一時払金） （1）サービス対価A-1（建設一次払金）

24 45 別紙5 3 （1）
サービス対価
A-1（建設一次

サービス対価A-1(消費税及び地方消費税を含
まない)3,703,703,704円

サービス対価A-1(消費税及び地方消費税を含
む)4,000,000,000円

25 47 別紙5 3 （2）
サービス対価
B-1,B-2,C-1

(3)サービス対価B-1,B-2,C-1 (2)サービス対価B-1,B-2,C-1

26 48 別紙5 3 （3）
サービス対価
C-2

(4)サービス対価C-2 (3)サービス対価C-2

27 48 別紙5 3 （4）
サービス対価
C-3

(5)サービス対価C-3 (4)サービス対価C-3

28 50 別紙5 4 （1） （ｲ）
サービス対価
の改定方法

以下同じ)の額を控除した額をいう。 以下同じ)の額を控除したた額をいう。

29 50 別紙5 4 （1） ア（ｵ）
サービス対価
の改定方法

施設整備業務に係るサービス対価が不適当と 施設整備業務に係るが不適当と

30 51 別紙5 4 （1） ア（ｵ）
サービス対価
の改定方法

施設整備業務に係るサービス対価の変更を 施設整備業務に係るの変更を

31 51 別紙5 4 （1） ウ（ｳ）
サービス対価
の改定方法

下記｢(2) 改定率の指数｣に示す 下記｢ウ 改定率の指数｣に示す

32 52 別紙5 4 （2） 改定率の指数
国土交通省：建設工事費デフレーター(建築－非木
造非住宅－[     ])

国土交通省：建設工事費デフレーター(建築－非木
造非住宅－鉄筋(RC))

33 57 別紙8 2 （4）
業務の改善につ
いての措置

（3）業務の改善についての措置 （4）業務の改善についての措置


