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第１章 はじめに 

 

上北山村（以下「本村」という。）は、「上北山村拠点施設リニューアル事業」（以下「本

事業」という。）について、設計・施工事業者一括発注（包括契約）方式により実施するこ

ととした。 

本募集要項は、本村が本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を公募型

プロポーザルにより募集及び選定するにあたり、応募の方法等について規定しているもの

である。公募に参加しようとする応募者（以下「応募者」という。）は、本募集要項の内容

を踏まえ、応募に必要な提出書類を提出すること。 

なお、本村のホームページに公表する次の資料は本募集要項と一体の資料とし、これらす

べての資料を含めて「募集要項等」と定義する。 

 

１．要求水準書 

本村が事業者に要求する業務に係る具体的な整備基準を示すもの。 

２．優先交渉権者選定基準 

応募者の選定方法や応募者から提出された提案書類を評価する基準を示すもの。 

３．様式集 

提出書類の作成に使用する様式を示すもの。 
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第２章 事業の概要 

 

１．事業名称 

上北山村拠点施設リニューアル事業 

 

２．本事業の目的 

宿泊施設（ふれあいの郷かみきた）は平成 6年に建設され、村直営のホテルとしてスター

トし、その後は指定管理施設に移行するも、平成 23年に村内事業者が撤退し閉鎖、平成 26

年に新たな村外民間事業者により再開したが、現在は休館中となっている。 

これまでは集客数は伸び悩み赤字基調がつづく施設であり、一般的な宿泊施設では経営

が難しかったと言える。それは当施設が宴会需要、ファミリー需要をベースとしたコンセプ

トで作られており、客室数が少ない割にロビー等の共用空間（非収益スペース）が広く、事

業採算が合わない構成となっていたためと考えられる。 

一方で、旅行形態のトレンドは国内旅行では団体旅行・ファミリー層から個人・小グルー

プ等へ多様化・専門化、インバウンドは一般的な観光旅行から山岳等の体験型観光へとニー

ズの変化も生じている。また、施設においては、温泉設備の劣化等の課題が生じている。 

こうした現状と分析を踏まえ、上北山村とその周辺エリアである近畿の奥山の大自然を

感じ、体験してもらうための、ビジターセンター機能を備えた宿泊施設（＝拠点施設）とし

て整備するものである。 

 

３．基本的な考え方 

本事業における基本的な考え方を以下に示す。 

 

（１）持続可能な経営を可能にする施設とすること。 

過去２回の閉鎖理由の一つには、設備的な不具合や高いランニングコスト、宿泊施

設としての面積バランスなどが経営に影響を与えたことが考えられる。 

したがって改修にあたっては、設備的な不具合が発生しにくく、ランニングコスト

を抑えられ、経営戦略にマッチした施設計画とする必要がある。 

（２）地域活力の創出につなげられる施設とすること。 

本事業は、対象施設を「地方創生拠点」とするものである。完成後は本村あるいは

近隣の地域にとって活力が生まれる施設となるべく、施設機能を充実させる必要が

ある。 

また、本事業のプロセスも地方創生に資することが望ましい。本村又は近隣地域に

経済的循環が発生するよう、資材や人などが改修事業に関われるようにする。 

（３）宿泊施設として、魅力的な施設とすること。 

宿泊施設の主なターゲットは観光客であり、観光客に選ばれる施設とする必要が
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ある。施設コンセプトに合致し、ニーズを的確に捉えたデザインが求められる。また

利用者の門戸を狭めないため、ユニバーサルデザインへの配慮を行う。 

 

 

４．事業の内容 

(1) 事業方式 

本事業は、設計・施工事業者一括発注（包括契約）により実施することで、責任の

一元化、工期短縮及び工事品質の確保などを図るものである。 

(2) 契約の形態 

本村は、本施設の設計、工事監理、建設及び関連する業務を一括で請け負わせるた

めに、優先交渉権者を決定し、事業者として、本事業に係る仮契約を締結する。なお、

仮契約は村議会の議決を経て本契約となる。 

(3) 事業期間 

契約締結日から令和２年３月２５日 

 (4) 事業者の業務範囲 

事業者が実施する本事業の範囲は、次のとおりとする。 

ア 設計業務 

① 設計及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 

イ 工事監理業務 

① 改修工事に伴う工事監理業務 

ウ 施工業務 

① 改修工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 

※本村は、事業者の各業務についてモニタリングを実施する。 

エ 施設開業への支援業務 

①  設備等の試運転及び施設運営者への設備等の取扱い説明 

②  施設運営者による PR、広報への協力 

オ 補助金等の交付に伴う実績報告書等作成支援業務 

① 本村が国県等に改修工事及びその関連業務に伴う補助金等の交付を受ける

ための支援業務 
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(5) 見積上限額 

￥580,000千円（消費税額及び地方消費税額含む。下記共通） 

施設整備費合計 \522,000千円（実施設計費・工事監理費・改修工事費） 

設備整備費合計  \58,000千円（空調機器・衛生機器・厨房機器整備費） 

※各整備費の分類は、別紙１による。 

 

(6) 支払い条件 

ア．本村は、設計、工事監理、施工業務に関する建設工事請負契約（以下、「建設工

事請負契約」という。）に基づき本事業に係る業務対価を事業者に支払う。 

イ．前払金及び中間前払金については、公共工事の前金払及び中間前金払に関する規

則（昭和 46 年 7 月規則第 1 号）に基づく。 

ウ．本建設工事請負契約は、社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を

行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成

28 年法律第 85 号）の規定等に基づく。 

 

(7) リスク管理方針 

ア 基本的な考え方 

本事業における施設整備上の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただ

し、本村が責任を負うべき合理的理由がある事項については、本村が責任を負うも

のとする。 

イ リスク分担 

予想されるリスク及び本村と事業者の責任分担は、原則として別紙２に定める

とおりとし、責任分担の具体的な内容については、建設工事請負契約に定める。 

ウ 保険 

工事に伴い、第三者に損害を及ぼした場合に生じた損害を負担するため、事業者

は賠償責任保険に加入すること。また、不足かつ突発的な事故による損害を負担す

るために、建設工事保険に加入すること。 

 

 

５．法令等の順守 

本村及び事業者は、本事業を実施するにあたり、建築基準法、消防法等の関係法令、条

例、規則及び要綱等を順守しなければならない。 

 

  



 

5 

 

 

第３章 参加資格要件 

 

１．応募者の構成等 

(1)応募者は、単独、又は特定建設工事共同企業体若しくは設計・施工共同企業体（以

下「共同企業体」という。）を結成して参加することとする。共同企業体においては、

すべての構成員が出資者であること。なお、出資比率は問わない。 

（以下(5)まで、共同企業体の場合） 

(2)応募者の代表者は、建設企業とし、全構成員中最大の出資者であること。 

(3)応募者の構成員の企業数の上限は任意とするが、構成員は本事業の実施に関して適

切な役割を担うものとする。 

(4)参加表明書の提出以降、応募者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、や

むを得ない事情が生じた場合は、本村と協議を行うものとする。 

(5)応募者の構成員（参加表明書の提出以降、本村がやむを得ない事情と認めて変更に

より脱退した構成員、並びに参加資格を失った場合等により応募者から脱退した構

成員を含む。）は、他の応募者の構成員になることはできない。 

 

２．各業務を行う者の要件 

(1) 参加者の構成 

ア．参加者は単独企業、又は特定建設工事共同企業体若しくは設計・施工共同企業体

によるものとする。 

イ．参加者は、下記(2)～(5)の参加資格を満たす者とする。 

ウ．共同企業体での参加の場合、下記(2)～(6)の参加資格、参加要件を満たす者とす

る。 

(2) 共通する参加資格 

ア．会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立て及び民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

イ．参加者は、以下の資格及び実績を有する本業務全体の統括責任者（以下、「統括

代理人」という。）を専任で配置すること。 

(ⅰ)統括代理人は、参加表明時点において、参加者と直接的かつ恒常的に３ヶ月以

上の雇用関係を有すること。 

(ⅱ)統括代理人は、一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、建築工事

における現場代理人又は監理技術者としての実績を有すること。 

ウ．本事業について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者であること。 

エ．暴力団(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２号に規定す

る暴力団をいう。以下、「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与



 

6 

 

 

していると認められる者でないこと。 

オ．役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

者でないこと。 

カ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認

められる者役員等が、暴力団又は暴力団員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者でないこと。 

キ．本村が本事業に係る発注支援業務に関与した株式会社地域計画建築研究所及び

この者と資本面及び人事面において関連のないものであること。（「資本面にお

いて関連のある者」とは、当該企業の総株主の議決権の１００分の５０を超える

議決権を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資を行ってい

る者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有して

いる役員を兼ねている者をいう。） 

(3)設計業務の参加資格 

ア．建築士法（昭和 25年 5月 24日法律第 202号）第 23条第 1項の規定に基づく一

級建築士事務所の登録を受けていること。 

(4)工事監理業務の参加資格 

ア．建築士法（昭和 25年 5月 24日法律第 202号）第 23条第 1項の規定に基づく一

級建築士事務所の登録を受けていること。 

(5)施工業務の参加資格 

ア．建築一式工事について、建設業法（昭和 24年法律第 100号）に基づく特定建設

業の許可を受けている者であること。 

イ．参加表明書の提出期限日において、延床面積 3,000 ㎡以上の公共施設の改修工

事、又は延床面積 3,000 ㎡以上の宿泊施設の新築又は改修工事の建設業務を元

請で契約し、完了した実績を有すること。なお、建設工事共同企業体の構成員と

しての実績は、出資比率が 30%以上のものに限る。 

(6)共同企業体の参加要件 

ア．(2)及び(5)の参加資格要件を満たす者を代表者とし、(2)の資格参加要件を満た

す者（以下、「構成員」という。）によって構成すること。 

イ．構成員は、本プロポーザルに参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でな

い者であること。 

(7)失格要件 

ア．上北山村拠点施設リニューアル事業者プロポーザル審査会（以下「プロポーザル

審査会」という。）及び事務局関係者に、プロポーザルに関して不正な接触又は

要求をした場合 
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イ．審査の公平性に影響を与える行為があったとプロポーザル審査会が認めた場合 

ウ．提出する様式に関して次のいずれかに該当する場合 

(ⅰ)定められた提出期限、場所、方法に適合しない場合 

(ⅱ)記載上の留意事項に示す条件に適合しない場合 

(ⅲ)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(ⅳ)虚偽の記載があるもの（契約締結後に事実関係が判明した場合においても同

様とする。）  

エ．その他、プロポーザル審査会が社会通念に照らし失格にあたる事由を認める場合 
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第４章 募集及び選定の手続き等 

 

１．スケジュール 

事業者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式により行う。 

募集及び選定等の想定スケジュールは次のとおりとする。 

 

表 スケジュール（予定） 

日程 項目 

令和元年６月１８日（火） 募集要項等の公表 

令和元年６月１８日（火） 

    ～７月５日（金） 
募集要項等に関する質問の受付 

随時公表 

（最終 7月１０日（水）） 
募集要項等に関する質問回答の公表 

令和元年６月１８日（火） 

    ～７月３日（水） 
参加表明書の受付 

令和元年７月８日（月） 参加資格審査通知送付 

令和元年７月８日（月） 

    ～７月１７日（水） 
提案書の受付 

令和元年７月３０日（火） プレゼンテーション 

令和元年７月３０日（火） 優先交渉権者の決定 

令和元年８月上旬 建設工事請負仮契約の締結 

令和元年８月～ 建設工事請負契約議案の提出 

 

２．具体的な手続き 

(1) 募集要項等に関する質問の受付 

募集要項等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

ア．受付日時 令和元年６月１８日（火）から令和元年７月５日（金）午後５時まで 

イ．提出先  上北山村地域振興課 

ウ．提出方法 様式集の質問書（様式１）に内容を記入の上、上北山村地域振興課に

Emailにより提出するものとする。なお、提出者は本村に、電話にて受領確認を

行うこと。 

  Ｅ－mail: sosei@vill.kamikitayama.lg.jp 

 ＴＥＬ：０７４６８－２－０００１ 

 

 

 



 

9 

 

 

(2) 募集要項等に関する質問に対する回答 

募集要項等に関する質問に対する回答は、随時、本村のホームページにおいて公

表し、最終は令和元年７月１０日（水）までに回答する。 

 

(3) 参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出 

ア．提出方法 提出期限までに、持参または郵送により提出すること。 

イ．提出場所 上北山村地域振興課 

ウ．提出期限 令和元年７月３日（水）午後５時 

エ．提出書類 次の書類を提出すること。 

(ⅰ)参加表明書兼誓約書 １部（様式２） 

(ⅱ)参加資格審査申請書類 １部（様式３から４） 

(ⅲ)参加資格審査申請書類の添付書類 １部 

(ⅳ)直近の経営事項審査の写し 

(ⅴ)直近３か年の財務諸表の写し 

なお、平成３０・令和元年度の上北山村指名業者（工事・コンサル・物品。役務）

に登録されていない応募者については、上北山村競争入札参加資格審査申請に必

要な書類一式を合わせて提出すること。 

オ．結果通知 令和元年７月８日（月）までに書面により各申請者の代表者へ通知す

る。 

カ．参加表明を行った者のうち参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた

日の翌日（休日の場合はその翌日）までに書面を上北山村地域振興課に持参する

ことにより、その理由について説明を求めることができる。なお、当該書面に対

する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに文書で回答する。 

 

(4) 応募の辞退 

参加資格を認められた応募者が応募を辞退する場合は、提案書類提出期限までに、

応募辞退届（様式５）を上北山村地域振興課に持参により提出すること。 

 

(5) 提案書類の受付 

ア．提出方法 提出期限までに、持参すること。郵送等による提出は認めない。 

イ．提出先  上北山村地域振興課 

ウ．提出期限 令和元年７月１７日（水）午後５時 

エ．提出書類 次の提案書類（見積価格書及び提案書）を提出すること。 

(ⅰ)見積価格書 

見積価格書（様式１０）、提案価格見積書（様式１１）及び各整備費価格書（様

式１２）を封筒に入れ、密封し、応募者名を表記して１部提出する。なお、「様式
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１１ 提案価格見積書」には、工事費の各項目の算出根拠が分かる資料を提出する

こと。村は当該積算根拠について履行可能性を確認し、履行できないと判断した場

合には失格とする場合がある。 

(ⅱ)提案書 

提案書（様式６から様式９）については、次のとおりとし、正本１部、副本９部

を提出する。 

a 正本については、様式６～様式９、副本については様式９について、順に各ペ

ージの下に通し番号を振り、Ａ４縦長左綴じでフラットファイルにより提出

すること。なお、Ａ３横長の様式については折り込みの上、綴じること。 

b 提案書は、各様式に定める提案枚数に従い、特に指定の無い限り文字サイズ１

０．５ポイントにて作成すること。ただし、図表に用いる文字はこの限りでは

ない。なお、様式自体については、特に指定の無い限り、枠等自由に記載する

ことを可能とする。 

c 提案資料については、内容を記録したデータ（ＣＤ－Ｒ）１部（使用ソフト：

Microsoft Word形式及び PDF形式）を提出すること。 

d 提案書については、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由と

する。 

e 副本については、会社名等を記載しないものとし、上北山村入札・契約審査会

（以下、「選定審査会」という。）により参加資格を認められた者に通知する提

案者グループ名を商号又は名称記載欄及び提案者グループ名記載欄に記載す

ること。また各構成企業についても番号等で示すこと。なお、下請け企業等に

ついては企業名を示すことを可とする。 

f 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。 

 

(6) 現地見学の実施 

応募を検討している者で現地見学の参加希望者に対して募集要項等の公表後に

現地見学を次のとおり開催する。なお、現地見学での資料等の配布及び説明は行わ

ず、原則、質疑等も受け付けないものとする。 

ア 月日：令和元年６月１８日（火）から７月１７日（水）まで（土日祝日を除く） 

イ 場所：上北山村「ふれあいの郷かみきた」 

ウ 時間：午前９時～午後５時（ただし、正午から午後１時までは除く）の間 

エ 参加申し込み 

 ：現地見学の参加希望者は事前に、電話で上北山村地域振興課に申し込むものとす

る。本村は、申し込みを受けて、各申込者に対し現地見学の時間を指定し、連絡

する。 

ＴＥＬ ０７４６８－２－０００１  
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(7) プレゼンテーションの実施 

提案書類を提出した企業について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施す

る。なお、詳細については、別途提案書類を提出した応募者の代表者に通知する。 

 

(8) その他 

本村が提示する資料及び回答書は、募集要項等と一体のものであるため、その内

容も踏まえて、提案書類を作成すること。 
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第５章 審査及び選定に関する事項 

 

１．審査及び選定方法 

本事業は、旧ふれあいの郷かみきたの大規模改修を適正なコストかつ、良質な工事とし

て実施できる事業者の参加を広く募集するものである。事業者の選定にあたっては、透明

性及び公平性の確保に十分留意して公募型プロポーザル方式で行う。 

なお、提案者が１者の場合においても有効とする。 

 

 

２．選定審査会及びプロポーザル審査会の設置 

本村職員で構成する選定審査会において、参加表明書及び参加資格審査のための関係

書類により、提案書の提出を要請する者の選定を行う。その後、本村職員及び学識経験者

等により構成されるプロポーザル審査会において、応募者から提出される提案書を評価

し、優先交渉権者を選定する。優先交渉権者選定基準（以下「選定基準」という。）の作

成時及び提案書の評価にあたっては、アドバイザーに意見を聴いたうえで実施する。なお、

プロポーザル審査会は、非公開とする。 

 

 

３．審査の手順及び方法 

(1) 参加資格審査 

本村は、応募者が参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、選定審

査会において参加資格要件の具備を確認し、参加資格審査結果を応募者に通知する。 

(2) 提案書類及びプレゼンテーション審査 

本村は、プロポーザル審査会において選定基準に従って、提案書類及びプレゼン

テーション審査を行い、優先交渉権者を決定する。 

ア．提案内容の基礎審査 

本村は、提案書類に記載された内容が、選定基準に示す基礎審査項目を満たして

いることを確認する。基礎審査項目について１項目でも満たさないことが確認さ

れた場合は、失格とする。 

イ．提案内容の加点審査 

本村は、提案書類に記載された内容及び企画提案について実施するプレゼンテ

ーションについて、選定基準に示す得点化基準に従って評価し、評価値の最も高い

者を優先交渉権者として選定する。 

ただし、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者によるくじ引きのう

え優先交渉権者を選定する。 
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(3) 審査事項 

審査事項は選定基準に示すとおりとする。 

(4) 審査結果 

審査結果は、本村のホームページにおいて公表する。公表する内容は以下のとお

りとする。 

ア 優先交渉権者名（最優秀提案者以外の者は仮名で公表する） 

イ 評価順位及び点数 

ウ 見積金額 

なお、応募者のうち優先交渉権者とならなかった企画提案者から提出された企画

提案書については、上北山村情報公開条例第７条第３号（開示することにより、当

該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利害を害する恐れがあ

るもの）に基づき開示しないものとする。 

また、応募者のうち優先交渉権者とならなかった者は、審査結果の公表後１週間

以内に書面を上北山村地域振興課に持参することにより、その理由について説明を

求めることができる。なお、当該書面に対する回答は、説明を求めた者に対し、速

やかに回答する。 
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第６章 その他留意事項 

 

１．応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

２．契約保証金 

事業者は建設工事請負契約締結に伴い契約保証金を納付すること。保証金の額は、契約

金額の１０／１００以上とする。（但し、上北山村契約規則第 18条第 1項第 1号、又は

第 3号に該当する場合は免除する。） 

 

３．応募の無効等 

(1) 応募者として必要な資格の無い者の行った応募は無効とする。 

(2) 応募者が明瞭でないもの又は提案価格の判読できないものは無効とする。 

(3) 応募者の記名押印のないもの又は住所の記載のないものは無効とする。 

(4) 参加資格確認後、応募結果の公表までの期間及び優先交渉権者決定後、建設工事

請負契約締結までの期間に、応募者又は応募者の構成員が、第３章に示した参加資

格要件を欠くこととなった場合は、失格とする。 

(5) プロポーザル審査会委員等の関係者と不正な接触等を行ったものは失格とする。 

 

４．募集要項等の承諾 

応募者は、提案書類の提出をもって、募集要項等及び追加資料の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

 

５．その他の事項 

(1) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単価は日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

(2) 参加資格審査申請書類及び提案書類は、提出後の差し替え及び再提出は認めない。 

(3) 参加資格審査申請書類及び提案書類は返却しない。 

(4) 提出された書類は、審査に必要な範囲において複製することができるものとする。 

(5) 提出書類に含まれる著作物の著作権は本村には帰属しないが、公表、展示その他

本村が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本村はこれを無償で使用す

ることができるものとする。 

(6) 配置予定の監理技術者又は主任技術者として承認を受けた者については、原則と

して変更は認めない。 

 (7) 本事業の業務は議決案件であることから、契約は議会の同意議決を得るまでの

間、仮契約となる。手続等については事業者に本村から別途指示する。 
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(8) 特定建設工事共同企業体若しくは設計・施工共同企業体を結成する事業者は、提

案書提出時に特定建設工事共同企業体協定書（様式７）を提出すること。 

 

６．本村問い合わせ先 

本公募における問い合わせ先は次のとおりとする。 

 

上北山村地域振興課 

 

〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合 330番地 

TEL:07468-2-0001 FAX:07468-3-0265 
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別紙１ 

施設整備費と設備整備費の分類 

 

 第 2章「事業の概要」、第 4「事業の内容」、（5）見積上限額で示した上限額は、地

方創生事業にかかわる交付金の対象事業仕訳により、「施設整備費」と「設備整備費」

に分類して示している。 

「施設整備費」…実施設計費・工事監理費・改修工事費（機械設備工事、電気設備工

事、建設工事、昇降機設備工事）とする。 

「設備整備費」…空調設備・衛生器具・厨房機器設置費とする。 

 

分類毎の上限額に留意すること。 
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別紙２               リスク分担表 

段

階 
リスクの種類 No リスク内容 

リスク分担 

村 事業者 

共

通 

募集要項等リスク 1 募集要項等の誤り、内容の変更等 ○  

契約リスク 2 議会による不承認 △※1 △※1 

法令等の変更リスク 3 本事業に直接関係する法令等の変更 ○  

第三者賠償リスク 4 調査・工事による騒音・振動等によるもの  ○ 

住民問題リスク 
5 

本事業を行政サービスとして実施することに

関する住民反対運動 
○  

6 調査・工事に関わる住民反対運動  ○ 

事故の発生リスク 7 調査・建設段階での事故の発生  ○ 

環境保全リスク 8 設計・建設する上での環境の破壊  ○ 

設計・測量リスク 
9 本村が実施した設計・測量部分 ○  

10 事業者が実施した設計・測量部分  ○ 

事業の中止・延期に関す

るリスク 

11 本村の指示 ○  

12 事業者の事業放棄、破綻  ○ 

物価変動リスク 13 インフレ・デフレ ○  

不可抗力リスク 14 通常、予見できない範囲の天災・暴動等 ○ △※2 

計
画
・
設
計 

設計変更リスク 
15 本村の提示条件・指示の不備、変更 ○ △※2 

16 事業者の指示・判断の不備  ○ 

応募コストリスク 17 応募の費用  ○ 

建

設 

工事遅延・未完工リスク 

18 
本村の提示条件、指示の変更・不備による工事

遅延・未完工による開業の遅延 
○  

19 

本村の提示条件、事業者の行う事前の現地見学

により合理的に推測できない不備等による工

事遅延・未完工による開業の遅延 

○  

20 
事前の現地見学不足による工事遅延・未完工に

よる開業の遅延 
 ○ 

21 上記以外の工事遅延・未完工による開業の遅延  ○ 

工事費増大リスク 

22 
本村の提示条件、指示の変更・不備による工事

費の増大 
○  

23 

本村の提示条件、事業者の行う事前の現地見学

により合理的に推測できない不備等による工

事費の増大 

○  

24 事前の現地見学不足による工事費の増大  ○ 

25 上記以外の工事費の増大  ○ 

性能リスク 26 要求水準不適合（施工不良を含む）  ○ 

一般的損害リスク 27 
工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた

損害 
 ○ 

○：主分担 △：従分担 

※１：既に支出した費用を本村、事業者がそれぞれ負担する。 

※２：一定の範囲について事業者が負担する。（具体的には、建設工事請負契約を参照のこと。） 


