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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。
⑴ 契 約保証 金の納 付
⑵ 契 約保証 金に代 わる 担保と なる 有価証 券等の 提供
⑶ こ の契約 による 債務 の不履 行に より生 じる損 害金 の
支 払を 保証す る銀行 又は 発注者 が確 実と認 める金 融機
関 の保 証
⑷ こ の契約 による 債務 の不履 行に より生 じる損 害を 填
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５項 におい て「 保証の 額」 という 。）は 、業 務
委 託料 の１０ ０分の １０ 以上と しな ければ ならな い。
３ 受 注者が 第１項 第３ 号又は 第４ 号に掲 げる保 証を 付す
場 合は 、当該 保証は 第３ ８条第 ３項 各号に 規定す る者 に
よ る契 約の解 除の場 合に ついて も保 証する もので なけ れ
ば なら ない。
４ 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
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。
５ 業 務委託 料の変 更が あった 場合 には、 保証の 額が 変更
後 の業 務委託 料の１ ００ 分の１ ０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。
６ 第 １項の 規定に 基づ く契約 の保 証は、 発注者 が必 要が
な いと 認めた ときは 、免 除する こと ができ る。
（ 権利 義務の 譲渡等 の禁 止）
第 ４条 受注 者は、 この 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、 発注者 の承 諾を得 た場 合は、 この限 りで な
い。
２ 受 注者が 部分払 等に よって もな おこの 契約の 履行 に必
要 な資 金が不 足する こと を疎明 した ときは 、発注 者は 、
特 段の 理由が ある場 合を 除き、 受注 者の業 務委託 料債 権
の 譲渡 につい て、第 １項 ただし 書の 承諾を しなけ れば な
ら ない 。
３ 受 注者は 、前項 の規 定によ り、 第１項 ただし 書の 承諾
を 受け た場合 は、業 務委 託料債 権の 譲渡に より得 た資 金
を この 契約の 履行以 外に 使用し ては ならず 、また その 使
途 を疎 明する 書類を 発注 者に提 出し なけれ ばなら ない 。
（ 一括 再委託 等の禁 止）
第 ５条 受注 者は、 業務 の全部 を一 括して 、又は 発注 者が
設 計図 書にお いて 指定し た主た る部 分を第 三者に 委任 し、
又 は請 け負わ せては なら ない。
２ 受 注者は 、前項 の主 たる部 分の ほか、 発注者 が設 計図
書 にお いて指 定した 部分 を第三 者に 委任し 、又は 請け 負
わ せて はなら ない。
３ 受 注者は 、業務 の一 部を第 三者 に委任 し、又 は請 け負
わ せよ うとす るとき は、 あらか じめ 、発注 者の承 諾を 得
な けれ ばなら ない。 ただ し、発 注者 が設計 図書に おい て
指 定し た軽微 な部分 を委 任し、 又は 請け負 わせよ うと す
る とき は、こ の限り でな い。
４ 発 注者は 、受注 者に 対して 、業 務の一 部を委 任し 、又
は 請け 負わせ た者の 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。
（ 調査 職員）
第 ６条 発注 者は、 この 契約の 履行 につい て、こ れを 監督
さ せる 職員（ 以下「 調査 職員」 とい う。） を指定 し、 そ
の 氏名 を受注 者に通 知し なけれ ばな らない 。調査 職員 を
変 更し たとき も、同 様と する。
２ 調 査職員 は、こ の約 款に基 づく 発注者 の権限 とさ れる

（ 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 る業務 の委託 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 載の業 務（ 以下「 業務」 とい
う 。） を契約 書記載 の履 行期間 （以 下「履 行期間 」と い
う 。） 内に完 了し、 発注 者は、 その 業務委 託料を 支払 う
も のと する。
３ 受 注者は 、業務 を行 う上で 知り 得た秘 密を他 人に 漏ら
し ては ならな い。
４ こ の約款 に定め る催 告、請 求、 通知、 報告、 申出 、承
諾 及び 解除（ 以下「 催告 等」と いう 。）は 、書面 によ り
行 わな ければ ならな い。 ただし 、緊 急やむ を得な い事 情
が ある 場合に は、発 注者 及び受 注者 は、前 項に規 定す る
催 告等 を口頭 で行う こと ができ る。 この場 合にお いて 、
発 注者 及び受 注者 は、既 に行っ た催 告等を 書面に 記載 し、
７ 日以 内にこ れを相 手方 に交付 する ものと する。
５ 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 。
６ 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 。
７ 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 。
８ 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２ ９年法 律第 ８９号 ）及 び商法 （明治 ３２ 年
法 律第 ４８号 ）に定 める ところ によ るもの とする 。
９ こ の契約 は、日 本国 の法令 に準 拠する ものと する 。
10 こ の契約 に係る 訴訟 の提起 又は 調停（ 第５５ 条の 規定
に 基づ き、発 注者と 受注 者との 協議 の上選 任され る調 停
人 が行 うもの を除く 。） の申立 てに 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。
（ 業務 工程表 の提出 ）
第 ２条 受注 者は、 この 契約締 結後 １４日 （発注 者が 認め
る 場合 は、そ の日数 ）以 内に設 計図 書に基 づいて 業務 工
程 表を 作成し 、発注 者に 提出し なけ ればな らない 。
２ 発 注者は 、必要 があ ると認 める ときは 、前項 の業 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。
３ こ の約款 の他の 条項 の規定 によ り履行 期間又 は設 計図
書 が変 更され た場合 にお いて、 発注 者は、 必要が ある と
認 める ときは 、受注 者に 対して 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。
４ 発 注者が 必要と 認め た業務 につ いては 、前３ 項の 業務
工 程表 ととも に業務 費内 訳書の 提出 を請求 するこ とが で
き る。
５ 業 務工程 表は、 発注 者及び 受注 者を拘 束する もの では
な い。
６ 第 １項の 規定に 基づ く業務 工程 表の提 出は、 発注 者が
必 要な いと認 めたと きは 、免除 する ことが できる 。
（ 契約 の保証 ）
第 ３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 、
1

事 項の うち発 注者が 必要 と認め て調 査職員 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 。
⑴ こ の契約 の履行 につ いての 受注 者又は その現 場代 理
人 に対 する指 示、承 諾又 は協議
⑵ 業 務の進 捗の確 認、 設計図 書の 記載内 容と履 行内 容
と の照 合その 他この 契約 の履行 状況 の監督
３ 発 注者は 、２人 以上 の調査 職員 を指定 して、 前項 の職
務 を分 担させ たとき にあ っては それ ぞれの 調査職 員の 行
う 職務 の内容 を、調 査職 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 く調査 職員 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。た だし 、
軽 微な ものに ついて は、 この限 りで ない。
５ こ の約款 に定め る催 告等は 、設 計図書 に定め るも のを
除 き、 調査職 員を経 由し て行う もの とする 。この 場合 に
お いて は、調 査職員 に到 達した 日を もって 発注者 に到 達
し たも のとみ なす。
（ 現場 代理人 及び主 任技 術者等 ）
第 ７条 受注 者は、 次の 各号に 掲げ る者を 定めた とき は、
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。
⑴ 現 場代理 人
⑵ 主 任技術 者（建 設業 法（昭 和２ ４年法 律第１ ００
号 ）第 ２６条 第１項 に規 定する 主任 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 、業務 の現 場に
常 駐し 、その 運営、 取締 りを行 うほ か、業 務委託 料の 変
更 、履 行期間 の変更 、業 務委託 料の 請求及 び受領 、第 ９
条 第１ 項の請 求の受 理、 同条第 ２項 の決定 及び通 知、 同
条 第３ 項の請 求、同 条第 ４項の 通知 の受理 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 の業
務 の現 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 業務 の現場 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 人及び 主任 技術者 は、 これを 兼ねる こと がで
き る。
６ 受 注者が 現場代 理人 を置か ない ときは 、第２ 項に 定め
る 現場 代理人 の職務 は、 受注者 が執 行する 。
（ 履行 報告）
第 ８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 。
（ 業務 関係者 に関す る措 置請求 ）
第 ９条 発注 者は、 現場 代理人 、主 任技術 者又は 受注 者の
使 用人 若しく は第５ 条第 ３項の 規定 により 受注者 から 業
務 を委 任され 、若し くは 請け負 った 者がそ の業務 の実 施
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 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 果を当 該請 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 。
受 注者は 、調査 職員 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。
４ 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 果を当 該請 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 。
（ 設計 図書と 業務内 容が 一致し ない 場合の 修補義 務）
第 １０ 条 受 注者は 、業 務の内 容が 設計図 書又は 発注 者の
指 示若 しくは 発注者 と受 注者と の協 議の内 容に適 合し な
い 場合 には、 これら に適 合する よう 必要な 修補を 行わ な
け れば ならな い。こ の場 合にお いて 、当該 不適合 が発 注
者 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 、履 行期間 若しく は業 務委託 料を 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。
（ 条件 変更等 ）
第 １１ 条 受 注者は 、業 務を行 うに 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 発注 者に通 知し 、その 確認を 請求 しなけ ればな らな い。
⑴ 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 いこ と（こ れら の優先 順位が 定め
ら れて いる場 合を除 く。 ）。
⑵ 設 計図書 に誤び ゅう 又は脱 漏が あるこ と。
⑶ 設 計図書 の表示 が明 確でな いこ と。
⑷ 業 務の現 場の形 状、 地質、 わき 水等設 計図書 に示 さ
れ た自 然的又 は人為 的な 条件と 実際 の業務 の現場 が一
致 しな いこと 。
⑸ 設 計図書 に明示 され ていな い履 行条件 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 発 注者は 、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１ ４ 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 より第 １項 各号に 掲げる 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、
発 注者 は、設 計図書 の訂 正又は 変更 を行わ なけれ ばな ら
な い。
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 履行 期間若 しくは 業務 委託料 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 図書等 の変更 ）
第 １２ 条 発 注者は、 前条第４ 項の 規定に よるほ か、 必
要 があ ると認 めると きは 、設計 図書 又は業 務に関 する 指
示 （以 下この 条及び 第２ １条に おい て「設 計図書 等」 と
い う。 ）の変 更内容 を受 注者に 通知 して、 設計図 書等 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 、履 行期間 若しく は業 務
３
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委 託料 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。
（ 業務 の中止 ）
第 １３ 条 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 、作 業現場 の状態 が著 し
く 変動 したた め、受 注者 が業務 を行 うこと ができ ない と
認 めら れると きは、 発注 者は、 業務 の中止 内容を 直ち に
受 注者 に通知 して、 業務 の全部 又は 一部を 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、業 務の中 止内 容を受 注者 に通知 して、 業務 の
全 部又 は一部 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 業務 を 一時中 止し た場
合 にお いて、 必要が ある と認め られ るとき は、履 行期 間
若 しく は業務 委託料 を変 更し、 又は 受注者 が業務 の続 行
に 備え 業務の ー時中 止に 伴う増 加費 用を必 要とし たと き
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 。
（ 著し く短い 履行期 間の 禁止）
第 １３ 条の２ 発注 者は 、履行 期間 の延長 又は短 縮を 行う
と きは 、この 業務に 従事 する者 の労 働時間 その他 の労 働
条 件が 適正に 確保さ れる よう、 やむ を得な い事由 によ り
業 務の 実施が 困難で ある と見込 まれ る日数 等を考 慮し な
け れば ならな い。
（ 受注 者の請 求によ る履 行期間 の延 長）
第 １４ 条 受 注者は 、そ の責め に帰 すこと ができ ない 事由
に より 履行期 間内に 業務 を完了 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 に履行 期間 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 、履行 期間を 延長 し
な けれ ばなら ない。 発注 者は、 その 履行期 間の延 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 、業 務
委 託料 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 る履 行期間 の短 縮等）
第 １５ 条 発 注者は 、特 別の理 由に より履 行期間 を短 縮す
る 必要 がある ときは 、履 行期間 の短 縮を受 注者に 請求 す
る こと ができ る。
２ 発 注者は 、前項 の場 合にお いて 、必要 がある と認 めら
れ ると きは業 務委託 料を 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 。
（ 履行 期間の 変更方 法）
第 １６ 条 履 行期間 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１ ４日
（ 発注 者があ らかじ め定 める場 合は 、その 日数） 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 が履行 期間の 変更 事由が 生じ た日（ 第１４ 条の 場
合 にあ っては 発注 者が履 行期間 の変 更の請 求を受 けた 日、
前 条の 場合に あって は受 注者が 履行 期間の 変更の 請求 を
受 けた 日）か ら７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。
（ 業務 委託料 の変更 方法 等）
第 １７ 条 業 務委託 料の 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
（ 発注 者があ らかじ め定 める場 合は 、その 日数） 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 が業務 委託料 の変 更事由 が生 じた日 から７ 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。
（ 臨機 の措置 ）
第 １８ 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、発 注者の 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 発注者 に直ち に通 知しな けれ ばなら ない。
３ 発 注者は 、災害 防止 その他 業務 を行う 上で特 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 が業 務委託 料の範 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 これを 負担 す
る。
（ 一般 的損害 ）
第 １９ 条 業 務の完 了前 に、業 務を 行うに つき生 じた 損害
（ 次条 第１項 から第 ３項 までに 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 （設計 図書に 定め るとこ ろに より付 された 保険 に
よ り塡 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 ２０ 条 業 務を行 うに つき第 三者 に及ぼ した損 害（ 第３
項 に規 定する 損害を 除く 。）に つい て、当 該第三 者に 対
し て損 害の賠 償を行 わな ければ なら ないと きは、 受注 者
が その 賠償額 を負担 する 。
２ 前 項の規 定にか かわ らず、 同項 に規定 する賠 償額 （設
計 図書 に定め るとこ ろに より付 され た保険 により 塡補 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 その賠 償額 を
負 担す る。た だし、 受注 者が、 発注 者の責 めに帰 す べ き
事 由が 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 。
３ 業 務を行 うにつ き通 常避け るこ とがで きない 騒音 、振
動 、地 下水の 断絶等 の理 由によ り第 三者に 及ぼし た損 害
（ 設計 図書に 定める とこ ろによ り付 された 保険に より 塡
補 され た部分 を除く 。） につい て、 当該第 三者に 損害 の
賠 償を 行わな ければ なら ないと きは 、発注 者がそ の賠 償
額 を負 担しな ければ なら ない。 ただ し、業 務を行 うに 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 。
４ 前 ３項の 場合そ の他 業務を 行う につき 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。
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（ 業務 委託料 の変更 に代 える設 計図 書の変 更）
第 ２１ 条 発 注者は 、第 １１条 から 第１５ 条まで 、第 １８
条 又は 第１９ 条の規 定に より業 務委 託料を 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、業 務委託 料の 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 （発 注
者 があ らかじ め定め る場 合は、 その 日数） 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 が同項 の業 務委託 料を 増額す べき事 由又 は
費 用を 負担す べき事 由が 生じた 日か ら７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 ）
第 ２２ 条 受 注者は 、業 務を完 了し 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１ ０日 以内に 、そ の指定 する職 員（ 以
下 「検 査員」 という 。） をして 、受 注者の 立会い の上 、
設 計図 書に定 めると ころ により 、業 務の完 了を確 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。
３ 受 注者は 、業務 が前 項の検 査に 合格し ないと きは 、直
ち に修 補して 再び 検査員 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 業務の 完了と みな し
て 前２ 項の規 定を読 み替 えて準 用す る。
（ 業務 委託料 の支払 ）
第 ２３ 条 受 注者は 、前 条第２ 項（ 同条第 ３項に おい て読
み 替え て準用 する場 合を 含む。 以下 この条 におい て同
じ 。） の検査 に合格 した ときは 、業 務委託 料の支 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３ ０日 以内に 業務 委託料 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 り前条 第２ 項の
期 間内 に検査 員をし て検 査を完 了さ せるこ とがで きな 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 払）
第 ２４ 条 受 注者は 、業 務の完 了前 に、そ の出来 形部 分に
相 応す る業務 委託料 相当 額の１ ０分 の９以 内の額 につ い
て 、次 項から 第７項 まで 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、月 １回 を
超 える ことが できず 、履 行期間 中発 注者の 定める 回数 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１ ４日以 内に 、検査 員をし て、 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 を行わ せると とも に、当 該確 認の結 果を受 注者 に
通 知さ せなけ ればな らな い。
４ 前 項の場 合にお いて 、検査 に直 接要す る費用 は、 受注

者 の負 担とす る。
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 の業務 委託 料相当 額は 、発注 者と受 注者 と
が 協議 して定 める。 ただ し、発 注者 が第３ 項の通 知に あ
わ せて 第１項 の業務 委託 料相当 額の 協議を 申し出 た日 か
ら １０ 日（発 注者が あら かじめ 定め る場合 は、そ の日
数 ）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 業務委 託料 相当金 額×９ ／１０
６ 受 注者は 、第３ 項の 規定に よる 確認が あった とき は、
前 項の 規定に より算 定さ れた額 の部 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 ２０日 以内 に部分 払金 を支払 わなけ れば な
ら ない 。
７ 前 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 合に おいて は、 第１項 及び第 ５項 中
「 業務 委託料 相当額 」と あるの は「 業務委 託料相 当額 か
ら 既に 部分払 の対象 とな った業 務委 託料相 当額を 控除 し
た 額」 とする ものと する 。
（ 第三 者によ る代理 受領 ）
第 ２５ 条 受 注者は 、発 注者の 承諾 を得て 業務委 託料 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 前２ 条の規 定に基 づく 支
払 をし なけれ ばなら ない 。
（ 契約 不適合 責任）
第 ２６ 条 発 注者は 、契 約の履 行に 種類、 品質又 は数 量に
関 して 契約の 内容に 適合 しない もの （以下 「契約 不適
合 」と いう。 ）があ ると きは、 受注 者に対 し、履 行目 的
物 の修 補、代 替物の 引渡 し又は 不足 分の引 渡しに よる 履
行 の追 完（以 下、「 履行 の追完 」と いう。 ）を請 求す る
こ とが できる 。
２ 前 項の場 合にお いて 、受注 者は 、発注 者に不 相当 な負
担 を課 するも のでな いと きは、 発注 者が請 求した 方法 と
異 なる 方法に よる履 行の 追完を する ことが できる 。
３ 第 １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 じて代 金の 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 に代 金
の 減額 を請求 するこ とが できる 。
⑴ 履 行の追 完が不 能で あると き。
⑵ 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 。
⑶ 履 行目的 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 。
⑷ 前 ３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 。
（ 発注 者の任 意解除 権）
第 ２７ 条 発 注者は 、業 務が完 了す るまで の間は 、次 条か
ら 第３ ０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。
（ 発注 者の催 告によ る解 除権）
第 ２８ 条 発 注者は 、受 注者が 次の 各号の いずれ かに 該当
す ると きは、 相当の 期間 を定め てそ の履行 の催告 をし 、
５
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そ の期 間内に 履行が ない ときは この 契約を 解除す るこ と
が でき る。た だし、 その 期間を 経過 した時 におけ る債 務
の 不履 行がこ の契約 及び 取引上 の 社 会通念 に照ら して 軽
微 であ るとき は、こ の限 りでな い。
⑴ 第 ４条第 ３項に 規定 する書 類を 提出せ ず、又 は虚 偽
の 記載 をして これを 提出 したと き。
⑵ 正 当な理 由なく 、業 務に着 手す べき期 日を過 ぎて も
業 務に 着手し ないと き。
⑶ 履 行期間 内に完 了し ないと き又 は履行 期間経 過後 相
当 の期 間内に 業務を 完了 する見 込み がない と認め られ
る とき 。
⑷ 主 任技術 者を配 置し なかっ たと き。
⑸ 正 当な理 由なく 、第 ２６条 第１ 項の履 行の追 完が な
さ れな いとき 。
⑹ 前 各号に 掲げる 場合 のほか 、こ の契約 に違反 した と
き。
（ 発注 者の催 告によ らな い解除 権）
第 ２９ 条 発 注者は 、こ の契約 に関 し、受 注者が 次の 各号
の いず れかに 該当す ると きは、 直ち にこの 契約を 解除 す
る こと ができ る。
⑴ 受 注者が 、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５ ４号 。以下 「独占 禁止
法 」と いう。 ）第４ ９条 に規定 する 排除措 置命令 （以
下 この 号及び 次項に おい て単に 「排 除措置 命令」 とい
う 。） を受け 、当該 排除 措置命 令が 確定し たとき 。
⑵ 受 注者が 、独占 禁止 法第６ ２条 第１項 に規定 する 納
付 命令 （以下 この号 及び 次項に おい て単に 「納付 命
令 」と いう。 ）を 受け、 当該納 付命 令が確 定し たとき。
⑶ 受 注者（ 受注者 が法 人の場 合に あって は、そ の役 員
又 は使 用人を 含む。 ）が 、刑法 （明 治４０ 年法律 第４
５ 号） 第９６ 条の６ 若し くは第 １９ ８条又 は独占 禁止
法 第８ ９条第 １項若 しく は第９ ５条 第１項 第１号 の規
定 によ る刑に 処せら れた とき。
⑷ 第 ４条第 １項の 規定 に違反 して 業務委 託料債 権を 譲
渡 した とき。
⑸ 第 ４条第 ３項の 規定 に違反 して 譲渡に より得 た資 金
を 当該 業務の 履行以 外に 使用し たと き。
⑹ こ の契約 の業務 を完 了させ るこ とがで きない こと が
明 らか である とき。
⑺ 受 注者が この契 約の 目的物 の完 成の債 務の履 行を 拒
絶 する 意思を 明確に 表示 したと き。
⑻ 受 注者の 債務の 一部 の履行 が不 能であ る場合 又は 受
注 者が その債 務の一 部の 履行を 拒絶 する意 思を明 確に
表 示し た場合 におい て、 残存す る部 分のみ では契 約を
し た目 的を達 するこ とが できな いと き。
⑼ 契 約の業 務の性 質や 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 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 行を しない でその 時期 を経過 した とき。
⑽ 前 各号に 掲げる 場合 のほか 、受 注者が その債 務の 履
行 をせ ず、発 注者が 前条 の催告 をし ても契 約をし た目
的 を達 するの に足り る履 行が さ れる 見込み がない こと
が 明ら かであ るとき 。
⑾ 第 ３２条 又は第 ３３ 条の規 定に よらな いでこ の契 約
の 解除 を申し 出たと き。
２ 発 注者は 、排除 措置 命令又 は納 付命令 が受注 者で ない
者 に対 して行 われた 場合 であっ て、 これら の命令 にお い
て 、こ の契約 に関し 受注 者の独 占禁 止法第 ３条又 は第 ８
条 第１ 号の規 定に違 反す る行為 があ ったと され、 これ ら
の 命令 が確定 したと き（ 前項第 １号 及び第 ２号に 規定 す
る 確定 したと きをい う。 ）は、 この 契約を 解除す るこ と

が でき る。
第 ３０ 条 発 注者は 、受 注者が 次の 各号の いずれ かに 該当
す ると きは、 直ちに この 契約を 解除 するこ とがで きる 。
⑴ 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 法人 の役員 又はそ の支
店 若し くは営 業所（ 常時 業務の 委託 契約を 締結す る事
務 所を いう。 ）を 代表す る者を いう 。以下 同じ 。）が 、
集 団的 に、又 は常習 的に 暴力的 不法 行為を 行うお それ
の ある 組織（ 以下「 暴力 団」と いう 。）の 関係者 （以
下 「暴 力団関 係者」 とい う。） であ ると認 められ ると
き。
⑵ 役 員等が 、暴力 団、 暴力団 関係 者、暴 力団関 係者 が
経 営若 しくは 運営に 実質 的に関 与し ている と認め られ
る 法人 若しく は組合 等又 は暴力 団若 しくは 暴力団 関係
者 と非 難され るべき 関係 を有し てい ると認 められ る法
人 若し くは組 合等を 利用 するな どし ている と認め られ
る とき 。
⑶ 役 員等が 、暴力 団、 暴力団 関係 者又は 暴力団 関係 者
が 経営 若しく は運営 に実 質的に 関与 してい ると認 めら
れ る法 人若し くは組 合等 に対し て、 資金等 を供給 し、
又 は便 宜を供 与する など 積極的 に暴 力団の 維持運 営に
協 力し 、又は 関与し てい ると認 めら れると き。
⑷ 前 ３号の ほか、 役員 等が、 暴力 団又は 暴力団 関係 者
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。
⑸ 受 注者の 経営に 暴力 団関係 者の 実質的 な関与 があ る
と 認め られる とき。
⑹ 再 委託契 約その 他の 契約に あた り、そ の相手 方が 前
各 号の いずれ かに該 当す ること を知 りなが ら、当 該者
と の契 約を締 結した と認 められ ると き。
⑺ 受 注者が 、第１ 号か ら第５ 号ま でのい ずれか に該 当
す る者 を再委 託契約 その 他の契 約の 相手方 として いた
場 合（ 前号に 該当す る場 合を除 く。 ）に、 発注者 が受
注 者に 対して 当該契 約の 解除を 求め 、受注 者がこ れに
従 わな かった とき。
⑻ 暴 力団又 は 暴力 団関係 者が 経営 に実質 的に関 与し
て いる と認め られる 者に 業 務委 託料 債 権を譲 渡し た
と き。
（ 発注 者の責 めに帰 すべ き事由 によ る場合 の解除 の制
限）
第 ３１ 条 第 ２８条 各号 又は第 ２９ 条第４ 号から 第１ １号
ま でに 定める 場合が 発注 者の責 めに 帰すべ き事由 によ る
も ので あると きは、 発注 者は、 第２ ８条又 は第２ ９条 の
規 定に よる契 約の解 除を するこ とが できな い。
（ 受注 者の催 告によ る解 除権）
第 ３２ 条 受 注者は 、発 注者が この 契約に 違反し たと きは、
相 当の 期間を 定めて その 履行の 催告 をし、 その期 間内 に
履 行が ないと きは、 この 契約を 解除 するこ とがで きる 。
た だし 、その 期間を 経過 した時 にお ける債 務の不 履行 が
こ の契 約及び 取引上 の社 会通念 に照 らして 軽微で ある と
き は、 この限 りでな い。
（ 受注 者の催 告によ らな い解除 権）
第 ３３ 条 受 注者は 、次 の各号 のい ずれか に該当 する とき
は 、直 ちにこ の契約 を解 除する こと ができ る。
⑴ 第 １２条 の規定 によ り設計 図書 を変更 したた め業 務
委 託料 が３分 の２以 上減 少した とき 。
⑵ 第 １３条 の規定 によ る業務 の中 止期間 が履行 期間 の
３ 分の ２（履 行期 間の３ 分の２ が６ 月を超 える ときは 、
６ 月） を超え たとき 。た だし、 中止 が業務 の一部 のみ
の 場合 は、そ の一部 を除 いた他 の部 分の業 務が完 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
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と き。
（ 受注 者の責 めに帰 すべ き事由 によ る場 合 の解除 の制
限）
第 ３４ 条 第 ３２条 又は 前条各 号に 定める 場合が 受注 者の
責 めに 帰すべ き事 由によ るもの であ るとき は、受 注者 は、
前 ２条 の規定 による 契約 の解除 をす ること ができ ない 。
（ 解除 の効果 ）
第 ３５ 条 こ の契約 が解 除され た場 合には 、第１ 条第 ２項
に 規定 する発 注者及 び受 注者の 義務 は消滅 する。
２ 発 注者は 、前項 の規 定にか かわ らず、 この契 約が 業務
の 完了 前に解 除され た場 合にお いて 、既履 行部分 があ る
場 合に は、既 履行部 分を 検査の 上、 当該検 査に合 格し た
部 分に 相応す る業務 委託 料（以 下「 既履行 部分委 託料 」
と いう 。）を 受注者 に支 払わな けれ ばなら ない。
３ 前 項に規 定する 既履 行部分 委託 料は、 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。
（ 解除 に伴う 措置）
第 ３６ 条 受 注者は 、こ の契約 が業 務の完 了前に 解除 され
た 場合 におい て、作 業現 場に受 注者 が所有 又は管 理す る
業 務の 出来形 部分（ 前条 第２項 に規 定する 検査に 合格 し
た 既履 行部分 を除く 。） 、機械 器具 、仮設 物その 他の 物
件 （第 ５条第 ３項の 規定 により 、受 注者か ら業務 の一 部
を 委任 され、 又は請 け負 った者 が所 有又は 管理す るこ れ
ら の物 件を含 む。以 下次 項にお いて 同じ。 ）があ ると き
は 、受 注者は 、当該 物件 を撤去 する ととも に、作 業現 場
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 。
２ 前 項に規 定する 撤去 又は修 復若 しくは 取り片 付け に要
す る費 用（以 下この 項及 び次項 にお いて「 撤去費 用等 」
と いう 。）は 、次の 各号 に掲げ る撤 去費用 等につ き、 そ
れ ぞれ 各号に 定める とこ ろによ り発 注者又 は受注 者が 負
担 する 。
⑴ 業 務の出 来形部 分に 関する 撤去 費用等
契 約の 解除が 第２８ 条か ら第３ ０条 まで又 は第３ ８条
第 ３項 による ときは 受注 者が負 担し 、第２ ７条、 第３ ２
条 又は 第３３ 条によ ると きは発 注者 が負担 する。
⑵ 機 械器具 、仮設 物そ の他の 物件 に関す る撤去 費用 等
受 注者 が負担 する。
３ 第 １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 件の 撤去又 は作 業現場 の修復 若し く
は 取り 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 件の処 分又 は作業 現場 の修復 若しく は取 り
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 は取り 片付け につ い
て 異議 を申し 出るこ とが できず 、ま た、発 注者が 支出 し
た 撤去 費用等 （前項 第１ 号の規 定に より、 発注者 が負 担
す る業 務の出 来形部 分に 係るも のを 除く。 ）を負 担し な
け れば ならな い。
４ 第 １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。
５ 業 務の完 了後に この 契約が 解除 された 場合は 、解 除に
伴 い生 じる事 項の処 理に ついて は発 注者及 び受注 者が 民
法 の規 定に従 って協 議し て決め る。
（ 損害 金の予 定）
第 ３７ 条 発 注者は 、第 ２９条 第１ 項第１ 号から 第３ 号ま
で 及び 同条第 ２項の 規定 により 契約 を解除 するこ とが で
き る場 合にお いては 、契 約を解 除す るか否 かにか かわ ら
ず 、業 務委託 料の１ ０分 の１に 相当 する額 の損害 金を 発

注 者が 指定す る期間 内に 支払う よう 受注者 に請求 する も
の とす る。
２ 前 項の規 定は、 発注 者に生 じた 実際の 損害の 額が 同項
に 定め る額を 超える 場合 におい て、 発注者 が当該 超え る
額 を併 せて請 求する こと を妨げ るも のでは ない。
３ 前 ２項の 規定は 、業 務の完 了後 も適用 される もの とす
る。
（ 発注 者の損 害賠償 請求 等）
第 ３８ 条 発 注者は 、受 注者が 次の 各号の いずれ かに 該当
す ると きは、 これに よっ て生じ た損 害の賠 償を請 求す る
こ とが できる 。
⑴ 履 行期間 内に業 務を 完了す るこ とがで きない とき 。
⑵ こ の契約 の業務 の結 果に契 約不 適合が あると き。
⑶ 第 ２８条 から第 ３０ 条まで の規 定によ り業務 の完 了
後 にこ の契約 が解除 され たとき 。
⑷ 前 ３号に 掲げる 場合 のほか 、債 務の本 旨に従 った 履
行 をし ないと き又は 債務 の履行 が不 能であ るとき 。
２ 次 の各号 のいず れか に該当 する ときは 、前項 の損 害賠
償 に代 えて、 受注者 は、 業務委 託料 の額の 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。
⑴ 第 ２８条 から第 ３０ 条まで の規 定によ り業務 が完 了
す る前 にこの 契約が 解除 された とき 。
⑵ 業 務が完 了する 前に 、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 とき。
３ 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。
⑴ 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１ ６年法 律第 ７５号 ）の規 定に
よ り選 任され た破産 管財 人
⑵ 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１ ５４号 ）の
規 定に より選 任され た管 財人
⑶ 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２ ２５号 ）の
規 定に より選 任され た再 生債務 者等
４ 第 １項各 号又は 第２ 項各号 に定 める場 合（前 項の 規定
に より 第２項 第２号 に該 当する 場合 とみな される 場合 を
除 く。 ）がこ の契約 及び 取引上 の社 会通念 に照ら して 受
注 者の 責めに 帰する こと ができ ない 事由に よるも ので あ
る とき は、第 １項及 び第 ２項の 規定 は適用 しない 。
５ 第 １項第 １号の 場合 におい ては 、発注 者は、 業務 委託
料 から 既履行 部分委 託料 を控除 した 額につ き、遅 延日 数
に 応じ 、年２ ．５パ ーセ ントの 割合 で計算 した額 を請 求
す るも のとす る。
６ 第 ２項の 場合に おい て、第 ３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 て同 項
の 違約 金に充 当する こと ができ る。
（ 受注 者の損 害賠償 請求 等）
第 ３９ 条 受 注者は 、発 注者が 次の 各号の いずれ かに 該当
す る場 合は、 これに よっ て生じ た損 害の賠 償を請 求す る
こ とが できる 。ただ し、 当該各 号に 定める 場合が この 契
約 及び 取引上 の社会 通念 に照ら して 発注者 の責め に帰 す
る こと ができ ない事 由に よるも ので あると きは、 この 限
り でな い。
⑴ 第 ２７条 、第３ ２条 又は第 ３３ 条の規 定によ りこ の
契 約が 解除さ れたと き。
⑵ 前 号に掲 げる場 合の ほか、 債務 の本旨 に従っ た履 行
を しな いとき 又は債 務の 履行が 不能 である とき。
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２

発 注者の 責めに 帰す べき事 由に より、 第２３ 条第 ２項
の 規定 による 業務委 託料 の支払 いが 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 ．５ パーセ ントの 割合 で計算 した 額の遅 延利息 の支 払
い を発 注者に 請求す るこ とがで きる 。
（ 契約 不適合 責任期 間等 ）
第 ４０ 条 発 注者は 、第 ２２条 第２ 項の規 定によ る業 務の
完 了の 確認（ 以下こ の条 におい て「 業務の 確認」 とい
う 。） を行っ 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。
２ 前 項の請 求等は 、具 体的な 契約 不適合 の内容 、請 求す
る 損害 額の算 定の根 拠等 当該請 求等 の根拠 を示し て、 受
注 者の 契約不 適合責 任を 問う意 思を 明確に 告げる こと で
行 う。
３ 発 注者が 第１項 に規 定する 契約 不適合 に係る 請求 等が
可 能な 期間（ 以下こ の項 及び第 ６項 におい て「契 約不 適
合 責任 期間」 という 。） の内に 契約 不適合 を知り 、そ の
旨 を受 注者に 通知し た場 合にお いて 、発注 者が通 知か ら
１ 年が 経過す る日ま でに 前項に 規定 する方 法によ る請 求
等 をし たとき は、契 約不 適合責 任期 間の内 に請求 等を し
た もの とみな す。
４ 発 注者は 、第１ 項の 請求等 を行 ったと きは、 当該 請求
等 の根 拠とな る契約 不適 合に関 し、 民法の 消滅時 効の 範
囲 で、 当該請 求等以 外に 必要と 認め られる 請求等 をす る
こ とが できる 。
５ 前 各項の 規定は 、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 もの である とき には適 用せず 、契 約
不 適合 に関す る受注 者の 責任に つい ては、 民法の 定め る
と ころ による 。
６ 民 法第６ ３７条 第１ 項の規 定は 、契約 不適合 責任 期間
に つい ては適 用しな い。
７ 発 注者は 、業務 の確 認の際 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。
８ 契 約不適 合が設 計図 書の記 載内 容、発 注者若 しく は調
査 職員 の指示 により 生じ たもの であ るとき は、発 注者 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 その記 載内 容、指 示が不 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 。
（ 賠償 金等の 徴収）
第 ４１ 条 受 注者が この 契約に 基づ く制裁 金、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 業務委 託料 支払い の日ま で法 定
利 率で 計算し た利息 を付 した額 と、 発注者 の支払 うべ き
業 務委 託料と 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 法定 利率で 計算し た額 の延滞 金を徴 収す る。
（ 紛争 の解決 ）
第 ４２ 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、 協議 の上調 停人１ 名を 選
任 し、 当該調 停人の あっ せん又 は調 停によ りその 解決 を

図 る。 この場 合にお いて 、紛争 の処 理に要 する費 用に つ
い ては 、発注 者と受 注者 とが協 議し て特別 の定め をし た
も のを 除き、 発注者 と受 注者と がそ れぞれ が負担 する 。
２ 前 項の規 定にか かわ らず、 現場 代理人 又は主 任技 術者
の 業務 の実施 に関す る紛 争、受 注者 の使用 人又 は 受注 者
か ら業 務を委 任され 、又 は請け 負っ た者の 業務の 実施 に
関 する 紛争及 び調査 職員 の職務 の執 行に関 する紛 争に つ
い ては 、第９ 条第２ 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 ４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 ２項 若しく は第４ 項の 期間が 経過 した後 でなけ れば 、
発 注者 及び受 注者は 、前 項のあ っせ ん又は 調停の 手続 を
請 求す ること ができ ない 。
３ 第 １項の 規定に かか わらず 、発 注者又 は受注 者は 、必
要 があ ると認 めると きは 、同項 に規 定する 紛争解 決の 手
続 前又 は手続 中であ って も同 項 の発 注者と 受注者 との 間
の 紛争 につい て民事 訴訟 法（平 成８ 年法律 第１０ ９号 ）
に 基づ く訴え の提起 又は 民事調 停法 （昭和 ２６年 法律 第
２ ２２ 号）に 基づ く調停 の申し 立て を行う ことが でき る。
（ 補則 ）
第 ４３ 条 こ の約款 に定 めのな い事 項につ いては 、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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