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第 1 事業名 

 

 愛知県有料道路運営等事業（以下「本事業」という。） 

 

第 2 対象施設の概要 

 

1 公共施設等 

 

 以下の路線名の有料道路をいい、管理の区間及び延長、料金徴収期間等の詳細は別

紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 1（運営権設定対象施設）並びに要求水準書＜

総則編＞に規定されるとおり。 

 

路線名 

県道半田南知多公園線（以下「南知多道路」という。） 

県道名古屋半田線（以下「知多半島道路」という。） 

県道碧南半田常滑線及び県道中部国際空港線（以下「知多横断道路」という。） 

県道中部国際空港線（以下「中部国際空港連絡道路」という。） 

県道力石名古屋線（以下「猿投グリーンロード」という。） 

県道碧南半田常滑線（以下「衣浦トンネル」という。） 

一般国道 419 号（以下「衣浦豊田道路」という。） 

県道日進瀬戸線（以下「名古屋瀬戸道路」という。） 

 

 なお、南知多道路、知多半島道路、知多横断道路及び中部国際空港連絡道路を以下

総称して「知多 4路線」といい、知多 4路線、猿投グリーンロード、衣浦トンネル、

衣浦豊田道路及び名古屋瀬戸道路を以下個別に又は総称して「運営権設定対象施設」

という。 

 

2 改築業務対象施設 

 

 別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）、要求水準書＜総

則編＞及び要求水準書＜改築業務編＞に規定される知多 4路線における改築業務の対



 

 

象となる施設（以下個別に又は総称して「改築業務対象施設」という。） 

 

3 附帯施設 

 

 別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 3（附帯施設）、要求水準書＜総則編＞、

要求水準書＜利便施設等の運営業務編＞及び運営権者提案書に規定される休憩所等附

帯施設（以下個別に又は総称して「附帯施設」という。）をいい、附帯施設（既設

PA）及び附帯施設（新設 PA 隣接区域）で構成される。1 

 

                             
1  附帯施設に関する法律関係は運営権者提案書次第であるが、募集要項及びその添付資料に示す考え

方に従い、次のとおりとなる。(1)既設 PA につき、①特段増改築その他の変更（利便施設等の設

置）、取壊・新築又は区域拡張の提案がない場合、建物賃貸借契約（既設 PA）に基づく建物賃貸借

となる。②増改築その他の変更（利便施設等の設置）の提案がある場合、道路法第 24 条に基づく承

認の対象となる増改築部分の所有権は公社に帰属し、建物賃貸借契約（既設 PA）の対象となるが、

賃料の増額はされない（建物賃貸借契約（既設 PA）第 12 条）。道路法第 32 条に基づく許可の対象

となる新たに設置された利便施設等の所有権は運営権者に帰属し、運営権者は同法第 39 条に定める

占用料を支払う。③取壊・新築の提案がある場合、新築後の建物の所有権は運営権者に帰属し、運

営権者は占用料を支払うほか、公社所有建物の帳簿価額及び公社所有建物から将来にわたって得ら

れたであろう賃料の補償義務を負う（建物賃貸借契約（既設 PA）第 23 条）。④区域拡張の提案が

ある場合、事業区域内の公社所有建物に関する法律関係に変更はないが、事業区域外の用地・建物

の所有権等は運営権者に帰属し、運営権者は連結料を支払う（第 67 条第 5 項）。(2)新設 PA につい

ては、①公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上でのみ利便施設等を建設する提案の場合、土地賃貸借

契約（新設 PA 隣接区域）に基づく土地賃貸借となる。②公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を超え

る範囲の土地を取得の上利便施設等を建設する提案がある場合、土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区

域）に基づく土地賃貸借のほか、これを超える範囲の用地・建物の所有権等は運営権者に帰属す

る。なお、いずれの場合も、運営権者は連結料を支払う（第 67 条第 5 項）。なお、いずれの場合

も、運営権者が当該用地取得及び造成（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を除く。）、建物工事、

維持管理・修繕に関する責任及び費用を負担する。 



 

 

第 3 公共施設等運営権の概要 

 

運営権設定対象施設 運営権対価 運営権の存続期間の満了日 

知多 4路線 ●円 平成 58 年 3 月 31 日 

猿投グリーンロード ●円 平成 41 年 6 月 22 日 

衣浦トンネル ●円 平成 41 年 11 月 29 日 

衣浦豊田道路 ●円 平成 46 年 3 月 5日 

名古屋瀬戸道路 ●円 平成 56 年 11 月 26 日 

※上記表中の運営権対価欄の金額は、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の合計

額を意味し、運営権対価分割金に係る利息並びに運営権対価一時金及び運営権対価分

割金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まない。 

 

第 4 改築業務対象施設に係る改築業務費用 

 

 別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）の表の工事名称の

項に記載された各改築業務対象施設の欄ごとに、それぞれ対応する改築業務費用の項

に記載された金額（以下「改築業務対象施設別改築業務費用」という。）の合計額を

もって改築業務の実施に必要な費用とする。 

 

第 5 本事業の内容 

 

1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務 

 

 第 3 章（維持管理・運営業務）及び要求水準書＜維持管理・運営業務編＞に規定さ

れるとおり。 

 

2 改築業務対象施設に係る改築業務 

 

 第 4 章（改築業務）及び要求水準書＜改築業務編＞に規定されるとおり。 

 

3 附帯事業及び任意事業に係る業務 

 

 第 5 章（附帯事業及び任意事業）、要求水準書＜利便施設等の運営業務編＞及び運

営権者提案書に規定されるとおり。 

 

4 その他本契約、要求水準書＜総則編＞及び要求水準書＜統括マネジメント業務編＞に



 

 

規定される業務 

 

 上記の事業について、愛知県道路公社（以下「公社」という。）と公共施設等運営権者

となる【●株式会社】2（以下「運営権者」という。）は、各々対等な立場における合意に

基づいて、次の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約（以下「本契約」とい

う。）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。 

 

 また、本契約の締結及びその履行に際し、公社は、本事業が民間企業者たる運営権者の

創意工夫に基づき実施されることを、運営権者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有

することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

 

 本契約の証として本書 2通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1通を保有する。 

 

 

平成 28 年●月●日 

 

 

公社 

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 

愛知県道路公社 

 理事長 【     】 

 

 

運営権者 

【所在地】 

【会社名】 

 代表取締役社長 【     】 

 

 

                             
2  募集要項及び運営権者提案書に基づき、株式会社以外の形態となる場合には、これに応じて修正・

加筆が行われる予定である。 



 

 

目  次 

 

第 1 章 総  則 ···························································· 11 

第1条 （目的及び解釈） ········································· 11 

第2条 （契約の構成及び適用関係） ······························· 11 

第3条 （本事業の実施） ········································· 11 

第4条 （維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調整） ····· 12 

第5条 （資金調達） ············································· 12 

第6条 （許認可等及び届出・報告） ······························· 12 

第7条 （運営権者による表明及び保証） ··························· 13 

第 2 章 本事業実施の準備 ···················································· 14 

第 1 節 事業開始時の引継ぎ ·················································· 14 

第8条 （事業開始時の引継ぎ） ··································· 14 

第 2 節 実施体制等 ·························································· 14 

第9条 （本事業の実施体制等） ··································· 14 

第10条 （維持管理・運営業務の実施に係る準備） ··················· 15 

第11条 （改築業務の実施に係る準備） ····························· 15 

第12条 （利便施設等の運営業務の実施に係る準備） ················· 16 

第13条 （任意事業の実施に係る準備） ····························· 16 

第14条 （供用約款） ············································· 17 

第15条 （モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書） ········· 17 

第 3 節 必要な契約等の締結 ·················································· 18 

第16条 （本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等） ····· 18 

第17条 （既往契約等の承継） ····································· 18 

第18条 （譲渡対象資産の譲受け） ································· 19 

第19条 （出向の受入れ） ········································· 19 

第20条 （改築業務に係る CM 契約） ································ 19 

第21条 （附帯施設（既設 PA）に係る建物賃貸借） ·················· 19 

第22条 （附帯施設（新設 PA 隣接区域）に係る土地賃貸借） ·········· 19 

第23条 （その他の提出書類） ····································· 20 

第 3 章 維持管理・運営業務 ·················································· 20 

第 1 節 公共施設等運営権 ···················································· 20 

第24条 （公共施設等運営権の効力発生） ··························· 20 

第25条 （運営権対価の支払及び返還） ····························· 22 

第 2 節 維持管理・運営業務の実施 ············································ 23 



 

 

第26条 （維持管理・運営業務の実施） ····························· 23 

第27条 （危機管理対応業務） ····································· 23 

第28条 （運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任） ··········· 24 

第29条 （特定の修繕業務の実施） ································· 24 

第30条 （大規模更新） ··········································· 24 

第 4 章 改築業務 ···························································· 26 

第 1 節 コンストラクションマネジメント ······································ 26 

第31条 （コンストラクションマネージャーの配置） ················· 26 

第32条 （CM 契約の規定事項） ···································· 26 

第33条 （改築業務費用の構成） ··································· 26 

第34条 （改築業務費用の考え方） ································· 27 

第35条 （改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更）27 

第36条 （改築業務に係る計画書等の作成） ························· 28 

第37条 （専門業者の選定） ······································· 28 

第38条 （インセンティブフィー） ································· 29 

第39条 （オープンブック方式） ··································· 29 

第40条 （改築業務費用の支払方法） ······························· 29 

第41条 （前金払及び中間前金払） ································· 30 

第42条 （部分払） ··············································· 31 

第 2 節 事前検討業務 ························································ 32 

第43条 （事前検討業務の実施） ··································· 32 

第 3 節 事前調査業務 ························································ 32 

第 43 条の 2 （事前調査業務業務計画書の提出） ······················ 32 

第44条 （事前調査業務の実施） ··································· 32 

第45条 （公社用地取得支援） ····································· 33 

第 4 節 改築業務対象施設の設計 ·············································· 34 

第46条 （設計業務業務計画書の提出） ····························· 34 

第47条 （改築業務対象施設の設計） ······························· 34 

第48条 （設計図書の提出及び確認） ······························· 34 

第 5 節 改築業務対象施設の建設 ·············································· 35 

第49条 （改築業務対象施設の監理業務） ··························· 35 

第50条 （施工計画書の提出） ····································· 35 

第51条 （改築業務対象施設の施工） ······························· 35 

第52条 （本工事の進捗状況の報告） ······························· 36 

第53条 （本事業用地への立ち入り） ······························· 36 



 

 

第 53 条の 2 （条件変更等） ········································ 36 

第54条 （工事の中止） ··········································· 37 

第55条 （工期の変更） ··········································· 37 

第56条 （完了確認） ············································· 37 

第57条 （公社による完了検査） ··································· 38 

第58条 （改築業務対象施設の工事竣工日） ························· 39 

第59条 （部分引渡し） ··········································· 39 

第60条 （改築業務対象施設の工事竣工日の遅延） ··················· 40 

第61条 （改築業務対象施設に係る公共施設等運営権） ··············· 40 

第62条 （瑕疵担保） ············································· 40 

第 6 節 紛争の解決 ·························································· 41 

第 62 条の 2 （あっせん、調停又は仲裁） ···························· 41 

第 5 章 附帯事業及び任意事業 ················································ 42 

第 1 節 附帯事業 ···························································· 42 

第63条 （附帯施設（既設 PA）の貸付） ···························· 42 

第64条 （公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の貸付） ················ 42 

第65条 （附帯施設の設計及び建設） ······························· 43 

第66条 （附帯施設の運営） ······································· 43 

第67条 （附帯施設の増改築その他の変更） ························· 43 

第68条 （附帯施設の変更及び終了） ······························· 44 

第 2 節 任意事業 ···························································· 44 

第69条 （事業区域内において運営権者が任意で行う事業） ··········· 44 

第70条 （事業区域外において運営権者が任意で行う事業） ··········· 44 

第71条 （任意事業の変更及び終了） ······························· 45 

第 6 章 その他の事業実施条件 ················································ 45 

第72条 （本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等） ··· 45 

第73条 （要求水準の変更） ······································· 46 

第74条 （近隣住民に対する説明及び環境対策） ····················· 46 

第 7 章 適正な業務の確保 ···················································· 47 

第75条 （要求水準を満たす業務の実施） ··························· 47 

第76条 （協議会等の設置） ······································· 47 

第77条 （セルフ・モニタリング） ································· 47 

第78条 （公社によるモニタリング） ······························· 47 

第79条 （モニタリング基本計画等の変更） ························· 47 

第 8 章 誓約事項 ···························································· 48 



 

 

第80条 （運営権者による誓約事項） ······························· 48 

第81条 （運営権者に係る株式等） ································· 50 

第82条 （本契約上の地位及び権利義務の譲渡等） ··················· 51 

第83条 （運営権の譲渡等） ······································· 51 

第84条 （運営権者の兼業禁止等） ································· 52 

第 9 章 責任及び損害等の分担 ················································ 52 

第 1 節 責任及び損害等の分担原則 ············································ 52 

第85条 （責任及び損害等の分担原則） ····························· 52 

第 2 節 政策変更 ···························································· 53 

第86条 （政策変更に基づく通知の付与） ··························· 53 

第87条 （政策変更に基づく協議及び追加費用の負担） ··············· 53 

第 3 節 法令改正 ···························································· 54 

第88条 （法令改正に基づく通知の付与） ··························· 54 

第89条 （法令改正に基づく協議及び追加費用の負担） ··············· 54 

第90条 （法令改正による解除） ··································· 55 

第 4 節 税制改正 ···························································· 55 

第91条 （税制改正に基づく通知の付与） ··························· 55 

第92条 （税制改正に基づく協議及び追加費用の負担） ··············· 55 

第 5 節 不可抗力 ···························································· 56 

第93条 （不可抗力に基づく通知の付与） ··························· 56 

第94条 （不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担） ··············· 56 

第95条 （不可抗力への対応） ····································· 57 

第96条 （不可抗力による解除） ··································· 57 

第 6 節 物価変動 ···························································· 57 

第97条 （物価変動に基づく報告及び確認） ························· 57 

第98条 （物価変動に基づく費用の負担及び帰属） ··················· 59 

第 7 節 需要変動 ···························································· 59 

第99条 （計画料金収入等） ······································· 59 

第100条 （需要変動に基づく実績料金収入等） ······················· 60 

第101条 （需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担） ··············· 60 

第 8 節 競合路線の新規開設等 ················································ 61 

第102条 （競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等） ··········· 61 

第103条 （競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担） ··· 61 

第 9 節 損害賠償責任 ························································ 62 



 

 

第104条 （当事者間の損害賠償責任） ······························· 62 

第105条 （第三者に及ぼした損害） ································· 62 

第 10 章 本契約の終了及び終了に伴う措置 ······································ 63 

第 1 節 本契約の終了 ························································ 63 

第106条 （事業期間） ············································· 63 

第107条 （運営権者の事由による本契約の解除） ····················· 63 

第108条 （公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除） ··· 64 

第109条 （その他の事由による解除・解約） ························· 64 

第 2 節 本契約の終了に伴う措置 ·············································· 64 

第110条 （運営権の取消し） ······································· 64 

第111条 （事業終了時の引継ぎ） ··································· 64 

第112条 （運営権設定対象施設の引渡し） ··························· 65 

第113条 （違約金等） ············································· 65 

第114条 （損失補償等） ··········································· 65 

第115条 （改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終了） ··········· 66 

第116条 （運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設） ··········· 67 

第117条 （事業終了後の解散及び債務引受） ························· 67 

第 11 章 知的財産権 ·························································· 67 

第118条 （著作権の帰属等） ······································· 67 

第119条 （著作権の利用等） ······································· 68 

第120条 （著作権等の譲渡禁止） ··································· 69 

第121条 （第三者の有する著作権の侵害防止） ······················· 69 

第122条 （第三者の知的財産権等の侵害） ··························· 69 

第123条 （知的財産権） ··········································· 69 

第 12 章 雑  則 ···························································· 70 

第124条 （秘密保持義務） ········································· 70 

第125条 （金融機関等との協議） ··································· 70 

第126条 （遅延利息） ············································· 70 

第127条 （契約の変更） ··········································· 71 

第128条 （準拠法・管轄裁判所） ··································· 71 

第129条 （通知方法・計量単位・期間計算等） ······················· 71 

第130条 （疑義に関する協議） ····································· 72 

別紙 1 定義集 ······························································ 73 

別紙 2 各施設及び運営権の内容 ·············································· 84 

別紙 3 利用料金の設定方法 ·················································· 88 



 

 

別紙 4 運営権対価 ·························································· 89 

別紙 5 需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整 ························ 93 

別紙 6 構成企業及び協力企業並びに業務内容 ································· 113 

別紙 7 運営開始時の契約等の承継 ··········································· 114 

別紙 8 譲渡対象資産譲受契約 ··············································· 115 

別紙 9 出向契約 ··························································· 121 

別紙 10 建物賃貸借契約（既設 PA） ·········································· 127 

別紙 11 土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域） ·································· 138 

別紙 12 任意事業用地 ······················································· 147 

別紙 13 要求水準未充足時のペナルティ ······································· 148 

別紙 14 法令改正及び不可抗力による費用負担 ································· 151 

別紙 15 公社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項（案） ··············· 153 

 

  



 

 

第 1 章 総  則 

 

（目的及び解釈） 

第1条  本契約は、公社及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために

必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

2  運営権者は、本事業の高度の公共性及び公益性に鑑み、本事業内容の詳細につ

いて、社会情勢の変化等を踏まえ公社と緊密に協議し、必要に応じて随時見直す

ことに合意する。 

3  本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを

除き、別紙 1（定義集）において定められた意味を有するものとする。 

4  本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項

の解釈に影響を与えるものではない。 

5  本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われ

た場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。 

 

（契約の構成及び適用関係） 

第2条  本契約は、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書と一体の契約であり、

これらはいずれも本契約の一部を構成するものとする。また、本契約の規定に基

づき、別途公社と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を

構成するものとする。 

2  本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書の記載内容に矛盾又は齟

齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。ただし、運営権者

提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて運

営権者提案書が要求水準書に優先するものとする。 

 

（本事業の実施） 

第3条  本事業は、次に掲げる業務により構成される。 

(1) PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象

施設に係る維持管理・運営業務 

(2) 各改築業務対象施設に係る改築業務 

(3) 附帯事業及び任意事業に係る業務 

(4) その他本契約、要求水準書＜総則編＞及び要求水準書＜統括マネジメント

業務編＞に規定される業務 

2  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、前

項各号に掲げる業務を行うものとする。 

3  運営権者は、本事業を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守しな



 

 

ければならない。 

 

（維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調整） 

第4条  運営権者は、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を実施するにあ

たり、別紙 3（利用料金の設定方法）に従い、利用料金を設定又は変更の上、各

運営権設定対象施設の利用者（以下「利用者」という。）から利用料金を徴収す

ることができる。利用者から徴収した利用料金その他本契約及び各運営権に基づ

き運営権者が実施する当該維持管理・運営業務による運営収入は、全て運営権者

の収入とする。3 

2  前項の規定にかかわらず，公社及び運営権者は、第 9 章（責任及び損害等の分

担）第 7 節（需要変動）及び第 8 節（競合路線の新規開設等）並びに別紙 5（需

要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定する方法により、需要変

動及び競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。 

 

（資金調達） 

第5条  本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する資金調達は、全

て運営権者の責任において行うものとする。 

2  本契約締結後、前項に定める資金調達に係る金利変動が生じた場合は、運営権

者はこれに係る全ての費用及び損害を負担するものとする。 

 

（許認可等及び届出・報告） 

第6条  本事業を実施するために必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任

及び費用負担において取得し、及び維持するものとする。また、運営権者が本事

業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任及

び費用負担において作成し、提出するものとする。ただし、公社の責めに帰すべ

き事由により、許認可等の取得及び維持又は届出及び報告に関する書類の作成及

び提出が遅延又は不能となり、運営権者に追加費用が生じた場合には、公社はこ

れを負担するものとする。 

2  公社は、前項に基づく運営権者による許認可等の取得及び維持又は届出及び報

告について、運営権者が公社に対して要請した場合には、法令等の範囲内におい

て必要に応じて協力するものとする。 

3  第 1 項の規定にかかわらず、本事業を実施するために必要となる許認可等の取

得及び維持又は届出及び報告を公社が行う必要がある場合には、公社が自らの責

                             
3  現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属

先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。 



 

 

任及び費用負担において必要な措置を講ずるものとする。 

4  運営権者は、前項に基づく公社による措置について、公社が運営権者に対して

要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。 

5  運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等に係る

書面の原本を保管するものとし、公社の要請があった場合には当該原本を提示

し、又は当該原本の写しを提出するものとする。 

6  前項に加え、運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許

認可等又は作成及び提出を行った届出及び報告に関する書類の写しを保存するも

のとし、公社の要請があった場合には当該書類の写しを提示し、又は提出するも

のとする。 

 

（運営権者による表明及び保証） 

第7条  運営権者は、本契約の締結日現在において、公社に対して次の各号の事実を表

明し、保証する。 

(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する

【株式会社】であること。 

(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運

営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対し

て強制執行可能であること。 

(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及

び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権

その他一切の手続を履践していること。 

(4) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行

するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請

求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る

限りにおいてその見込みもないこと。 

(5) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委

託業務の遂行に限定されていること。 

(6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用さ

れる全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり、若しくは運営権

者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される

判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(7) 運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●億円4であること。 

(8) 運営権者の定款に会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び

                             
4  運営権者提案書に従って金額が挿入される予定である。 



 

 

会計監査人に関する定めがあること。 

(9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了す

る 1 年間（運営権者の設立日を含む年度にあっては、当該設立日から次に

到来する 3月 31 日までの期間）を事業年度とする定めがあること。 

(10) PFI 法第 9条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 

2  【運営権者は、運営開始日において、運営権者の資本金と資本準備金の合計額

は●億円以上であることを公社に対して表明し、保証するものとする。】5 

 

第 2 章 本事業実施の準備 

 

第 1 節 事業開始時の引継ぎ 

 

（事業開始時の引継ぎ） 

第8条  公社及び運営権者は、運営権者が本事業を開始するために必要な引継ぎに関し

て協議を行い、かかる引継ぎを行うものとする。 

2  前項に定めるほか、運営権者は、運営開始日から確実に各運営権設定対象施設

及び附帯施設（既設 PA）の機能が十分発揮されるよう、運営開始日までに、自ら

の責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。 

3  公社は、第 1 項に基づく事業開始時の引継ぎ及び前項に基づく必要な準備につ

いて、必要かつ可能な範囲で運営権者に協力するものとする。 

 

第 2 節 実施体制等 

 

（本事業の実施体制等） 

第9条  運営権者は、運営開始予定日までに、本事業を実施するために必要な体制を確

保する。 

2  運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項

等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係る実施体制図、業務継続計画

書、年間スケジュールその他モニタリング基本計画で定める書面（以下「実施体

制図等」という。）を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認

を受けなければならない。公社は、実施体制図等が本契約、要求水準書、募集要

項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずるこ

とができる。 

                             
5  運営権者提案書に本実施契約締結後運営開始日までに増資が行われる旨記載される場合には、本実

施契約書案中の増資関連の条項を設ける予定である。 



 

 

3  運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内

容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認を受けなけ

ればならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の

変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していな

い場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。 

 

（維持管理・運営業務の実施に係る準備） 

第10条  運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要

項等及び運営権者提案書に基づき、維持管理・運営業務の実施に関連して、交通

管理業務計画書、維持業務計画書、定期点検計画書・修繕計画書、危機管理対応

業務計画書、運営業務計画書、年間作業計画書、業務マニュアルその他モニタリ

ング基本計画で定める書面（以下「維持管理・運営業務に係る計画書等」とい

う。）を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認を受けなけれ

ばならない。公社は、維持管理・運営業務に係る計画書等が本契約、要求水準

書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正

を命ずることができる。 

2   運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、維持管理・運営業

務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ

公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を

除き、維持管理・運営業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募

集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ず

ることができる。 

 

（改築業務の実施に係る準備） 

第11条  運営権者は、第 43 条の 2（事前調査業務業務計画書の提出）、第 46 条（設計

業務業務計画書の提出）及び第 50 条（施工計画書の提出）の規定に従うほか、

各改築業務の着手日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運

営権者提案書に基づき、改築業務の実施に関連して、改築業務業務計画書、事前

検討成果、オープンブック実施要領書その他要求水準書及びモニタリング基本計

画で定める書面（以下「改築業務に係る計画書等」という。）を策定して公社に

提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、改築業務に係る計画書等

が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、

運営権者に対し補正を命ずることができる。 

2   運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、改築業務に係る計

画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認

を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、改築



 

 

業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者

提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。 

 

（利便施設等の運営業務の実施に係る準備） 

第12条  運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要

項等及び運営権者提案書に基づき、利便施設等の運営業務の実施に関連して、実

施体制、連絡体制、営業責任者等その他モニタリング基本計画で定める書面（以

下「利便施設等に係る実施体制等」という。）を策定して公社に提出し、運営開

始予定日までに公社の確認を受けなければならない。公社は、利便施設等に係る

実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致してい

ない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。 

2   運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、利便施設等に係る

実施体制等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の

確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、

利便施設等に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は

運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができ

る。 

 

（任意事業の実施に係る準備） 

第13条  運営権者は、任意事業の開始日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集

要項等、運営権者提案書並びに公社及び運営権者の間の平成 28 年●月●日付け

の任意事業協定書6（以下「任意事業協定書」という。）に基づき、任意事業の実

施に関連して、モニタリング実施計画書に基づき必要となる書面7（以下「任意事

業に係る計画書等」という。）を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなけ

ればならない。公社は、任意事業に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要

項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権者に対

し補正を命ずることができる。 

2  運営権者は、第 69 条（事業区域内において運営権者が任意で行う事業）第 3項

に従い、別紙 12（任意事業用地）に規定する土地について、道路管理者である公

社から道路法第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を受けるものとす

る。 

3   運営権者が、本契約締結後運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連

                             
6  任意事業協定書の概要は、基本協定書別紙 4を参照のこと。 

7  具体的に必要となる書面は、運営権者提案書の内容を踏まえ、モニタリング実施計画書で確定する

予定である。 



 

 

する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了（存続期間の満了による終了を含

む。）する日までの間に、任意事業に係る計画書等の内容を変更しようとする場

合は、公社に届出、確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定め

がある場合を除き、任意事業に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、

募集要項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権

者に対し補正を命ずることができる。 

 

（供用約款） 

第14条  運営権者は、構造改革特別区域法第 28 条の 3 第 3 項の規定に基づく供用約款

を定め、公表しなければならない。 

2  運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項

等及び運営権者提案書に従い、運営権者と利用者との間での利用料金の徴収、責

任分担等について、運営権設定対象施設の供用に関する運営権者と利用者との民

事上の契約関係が適正に処理されるように供用約款案を策定して公社に提出し、

運営開始予定日までに公社の確認を受けなければならない。 

3  公社は、利用料金の額の公表を含めた事項が本契約、要求水準書、募集要項等

及び運営権者提案書に基づき適切な内容の供用約款案として定められているか否

かにつき確認を行い、必要に応じて運営権者に対し供用約款案の補正を命ずるこ

とができ、補正後の供用約款案についても同様とする。 

4  運営権者は、供用約款（公社の直近の最終確認を経たものをいう。以下この条

において同じ。）を運営権者の営業所、事務所その他の事業場において公衆に見

やすいように掲示する方法その他別紙 3（利用料金の設定方法）に規定する方法

により、公衆の縦覧に供する。 

5  運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、供用約款の内容を

変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ変更後の供用約款案を策定

して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段

の定めがある場合を除き、供用約款の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項

等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずること

ができる。 

 

（モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書） 

第15条  運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要

項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係るモニタリング実施計画書案

を作成して公社に提出しなければならない。公社及び運営権者は、運営開始予定

日までに、当該モニタリング実施計画書案につき協議の上、モニタリング実施計

画書を合意するものとする。 



 

 

2  運営権者は、設計業務、施工業務の着手時までに、本契約、要求水準書、募集

要項等及び運営権者提案書に従い、必要に応じてモニタリング実施計画書を補完

する要求性能確認計画書案を作成して公社に提出しなければならない。公社及び

運営権者は、各改築業務の着手前に、当該要求性能確認計画書案につき協議の

上、要求性能確認計画書を合意するものとする。 

 

第 3 節 必要な契約等の締結 

 

（本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等） 

第16条  運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者と別紙 6（構成企業及び協力企

業並びに業務内容）に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始

するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託

契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結の上、各業務を委託し、

又は請け負わせるものとする。 

2  運営権者は、前項に基づき各業務を別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務

内容）に定める構成企業及び協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、

暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては委

託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等の

いずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては再委託をさせ

ず、又は下請負をさせないものとする。 

 

（既往契約等の承継） 

第17条  公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、運営開始日が属する事業年度に

おける維持管理・運営業務及び附帯施設（既設 PA）に係る附帯事業を実施するた

め、公社と別紙 7（運営開始時の契約等の承継）に定める各契約相手方との間の

各契約等の承継に必要な手続等（当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の取

得等8を除く。）を完了するものとする。 

2  公社は、運営開始日までに運営開始時の契約等の承継に必要な各契約相手方か

らの承諾の取得等を完了するよう最大限努力するものとする。 

3  運営権者は、前項に基づく各契約相手方からの承諾の取得等について、公社が

運営権者に対して協力を求めた場合には、これに応じるものとする。 

                             
8  各既往契約の具体的な承継方法（契約相手方からの承諾の取得による場合のほか、運営権者及び契

約相手方間又は公社、運営権者及び契約相手方間の契約等の締結による場合等）については競争的

対話及び各契約相手方との協議を経て定める予定であり、本契約中承継方法に関する文言が調整さ

れうる点留意すること。 



 

 

 

（譲渡対象資産の譲受け） 

第18条  公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 8（譲渡対象資産譲受契

約）に従い、譲渡対象資産の譲渡に関する譲渡対象資産譲受契約書を締結の上、

当該契約書にて定める日までに、運営権者は公社に対して譲渡対象資産譲渡対価

及びこれに係る消費税等を支払い、公社は運営権者に対して譲渡対象資産を譲渡

するものとする。 

 

（出向の受入れ）9 

第19条  公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 9（出向契約）に従い、公

社の職員の出向に関する契約書を締結の上、当該契約書にて定める日から、運営

権者は公社から当該職員の出向を受け入れるものとする。なお、当該職員の人件

費、福利厚生費その他当該契約書にて定める保険料等については、適用される法

令等、愛知県道路公社職員給与規程、愛知県道路公社職員の給与支給基準その他

公社の規程を適用して公社が支払手続を行い、運営権対価等とは別に運営権者が

その経費を負担するものとする。10 

 

（改築業務に係る CM 契約） 

第20条  運営権者は、第 4 章（改築業務）第 1 節（コンストラクションマネジメント）

の規定に従い、CM 契約を締結の上、改築業務を実施するものとする。 

 

（附帯施設（既設 PA）に係る建物賃貸借） 

第21条  公社及び運営権者は、第 63 条（附帯施設（既設 PA）の貸付）第 1 項及び別紙

10（建物賃貸借契約（既設 PA））に従い、附帯施設（既設 PA）に係る建物賃貸

借契約（既設 PA）を締結の上、当該契約書にて定める日に、公社は運営権者に対

して附帯施設（既設 PA）を引き渡すものとする。 

 

（附帯施設（新設 PA 隣接区域）に係る土地賃貸借） 

第22条  公社及び運営権者は、第 64 条（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の貸付）第

2 項及び別紙 11（土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域））に従い、公社取得用地

（新設 PA 隣接区域）に関する土地賃貸借契約を締結の上、当該契約書にて定め

                             
9  募集要項及び運営権者提案書に基づき、運営権者が公社職員の出向を受け入れる場合には、本実施

契約書案中の出向関連の条項を設ける予定である。 

10  現在の公社の計算書類上、雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理につい

ては、競争的対話を経て確定するものとする。 



 

 

る日に、公社は運営権者に対して公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を引き渡す

ものとする。 

 

（その他の提出書類） 

第23条  運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者についての次に掲げる各書類の

写しを公社に提出しなければならない。ただし、第 1 号から第 3 号までについて

は、基本協定書に基づき提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提

出を要しない。 

(1) 定款 

(2) 履歴事項全部証明書 

(3) 印鑑証明書 

(4) 本契約締結及び履行に係る授権を証する取締役会議事録等 

(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係

る契約書 

(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その

他運営権者が保有する資産並びに運営権者の議決権付株式に対する担保権

設定に係る契約書 

(7) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その

他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位

及び権利に対する担保権設定に係る契約書 

 

第 3 章 維持管理・運営業務 

 

第 1 節 公共施設等運営権 

 

（公共施設等運営権の効力発生） 

第24条  基本協定書及び平成 28 年●月●日付けの運営権設定書に基づき、運営権者が

各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を実施するため、運営権者に対

して別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 1（運営権設定対象施設）の 2（運営

権）に示す各運営権設定対象施設単位で設定された各運営権は、いずれも運営開

始予定日に効力を発生するものとする。ただし、次に掲げる条件の全部又は一部

が満たされなかった場合（公社が充足しないことを認めた条件を除く。）、公社

は各運営権の効力発生を延期することができる（この項に基づき各運営権の効力

が発生した日を以下「運営開始日」という。）。 

(1) 運営権対価一時金及びこれに係る消費税等が支払われたこと。 

(2) 第 6 条（許認可等及び届出・報告）第 1 項に定める運営権者が本事業の実



 

 

施を開始するために必要となる許認可等の取得及び維持を行い、又は、届

出及び報告を完了していること。 

(3) 第 8 条（事業開始時の引継ぎ）第 1 項に定める事業開始時の引継ぎを完了

し、同条第 2項に定める必要な準備を完了していること。 

(4) 第 9 条（本事業の実施体制等）第 2 項に定める実施体制図等が公社に提出

され、公社の確認を受けていること。 

(5) 第 10 条（維持管理・運営業務の実施に係る準備）第 1 項に定める維持管

理・運営業務に係る計画書等が公社に提出され、公社の確認を受けている

こと。 

(6) 第 12 条（利便施設等の運営業務の実施に係る準備）第 1 項に定める利便施

設等に係る実施体制等が公社に提出され、公社の確認を受けていること。 

(7) 第 14 条（供用約款）第 2 項に定める供用約款案が公社に提出され、同条第

3項に基づく公社の確認を受けていること。 

(8) 第 15 条（モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書）第 1 項に定め

るモニタリング実施計画書案が公社に提出され、モニタリング実施計画書

につき公社と運営権者が合意していること。 

(9) 第 16 条（本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等）に定める

運営権者と別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）に定める構成企

業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成

企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約

又はこれらに替わる覚書等が締結され、第 72 条（本事業実施開始後の構成

企業及び協力企業等への委託等）第 2 項に基づき、当該契約書又は覚書等

の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面が公社に

提出されていること。 

(10) 第 17 条（既往契約等の承継）に定める公社と別紙 7（運営開始時の契約等

の承継）に定める各契約相手方との間の各契約等の承継に必要な手続等が

完了していること。ただし、当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の

取得等を除く。 

(11) 第 18 条（譲渡対象資産の譲受け）に定める公社と運営権者との間で譲渡対

象資産譲受契約書が締結され、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費

税等が支払われたこと。 

(12) 第 19 条（出向の受入れ）に定める公社と運営権者との間で出向契約が締結

されていること。 

(13) 第 23 条（その他の提出書類）に定める各書類が公社に提出されているこ

と。 

(14) 第 125 条（金融機関等との協議）に定める公社と金融機関等との間で協定



 

 

書が締結されていること。 

(15) 基本協定書第 3 条第 2 項に定める出資者保証書及び誓約書が公社に提出さ

れていること。 

(16) 運営権者に本契約に対する重大な義務違反がないこと。 

2  前項の定めに従い各運営権の効力が発生した場合には、当該効力発生時点にお

ける各運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任はそれぞれ公社から運

営権者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、公社は運営権者に対して運営

権の効力発生を証する書面を交付する。 

3  各運営権の存続期間は、運営開始日から別紙 2（各施設及び運営権の内容）の

第 1（運営権設定対象施設）の 2（運営権）に定める各満了日までとする。 

4  運営権者は、第 1 項に基づく各運営権の効力発生後、自らの費用により、PFI

法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものと

し、公社はこれに協力するものとする。 

5  公社の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延し

た場合、公社は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損

害を負担する。 

6  本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由以外の事由

により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、運営権者は、かかる

遅延に伴い自らに発生した全ての増加費用及び損害を負担する。 

 

（運営権対価の支払及び返還） 

第25条  運営権者は、別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時金）及び第 3（運営

権対価分割金）に規定する方法に従い、公社に運営権対価、運営権対価分割金に

係る利息並びに運営権対価に係る消費税等（以下総称して「運営権対価等」とい

う。）を支払う。 

2  前項に基づく運営権対価及び運営権対価分割金に係る利息が別紙 4（運営権対

価）の第 2（運営権対価一時金）及び第 3（運営権対価分割金）に定める支払期

限までに支払われなかった場合、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を

除き、当該遅延期間に応じ第 126 条（遅延利息）に規定される遅延利息を公社に

支払わなければならない。 

3  運営開始日以降において、全部又は一部の運営権が存続期間の満了日よりも前

に取り消された場合、運営権対価等に関する取扱いは次に掲げるとおりとする。 

(1) 運営権対価分割金及びこれに係る利息 

 運営権者は、当該取消しに係る運営権（以下この項において「取消対象

運営権」という。）の取消しの効力発生の翌日以降の運営権対価分割金及

びこれに係る利息については支払義務を負わない。ただし、取消対象運営



 

 

権の取消しの効力発生日が属する半期（以下この項において「精算対象半

期」という。）に係る運営権対価分割金の弁済期が到来していない場合に

は、①精算対象半期に対応する運営権対価分割金の金額を精算対象半期の

総日数で除して得られる金額に、精算対象半期の初日（同日を含む。）か

ら当該取消対象運営権の取消しの効力発生日（同日を含む。）までの期間

の日数（以下「精算対象日数」という。）を乗じて得られる金額及び②当

該①の金額に【1.18】11％を乗じ、精算対象日数に応じて 1 年を 365 日とす

る日割計算で算出した金額（以下この項において「精算金額」という。）

につき、当該取消しの効力発生日の翌日において弁済期が到来したものと

みなし、運営権者は、公社に精算金額を支払うものとする。 

(2) 運営権対価一時金 

 公社が運営権者から受領した運営権対価一時金については、取消対象運

営権の運営開始日（同日を含む。）からその存続期間の満了日（同日を含

む。）までの総日数で均等割付配分した金額に、残存期間（取消対象運営

権の取消しの効力発生日の翌日から当該取消対象運営権の存続期間の満了

日（同日を含む。）までの期間をいう。）の日数を乗じて得られる金額

を、公社は運営権者に対し返還するものとする。ただし、当該返還額に利

息等は付さないものとし、また、公社が運営権者に対する金銭債権を有し

ている場合には、対当額において相殺することを妨げない。 

 

第 2 節 維持管理・運営業務の実施 

 

（維持管理・運営業務の実施） 

第26条  運営権者は、事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約、要

求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び

費用において、交通管理業務、維持業務、施設点検及び修繕業務、危機管理対応

業務並びに運営業務を実施しなければならない。 

 

（危機管理対応業務） 

第27条  各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のある災害及び事故の発生

が予見される場合並びに各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のあ

る災害及び事故が発生した場合、本契約で別途定める場合を除き、要求水準書に

従って対応するものとする。 

2  前項のほか、公社又は運営権者は、緊急に対応すべき事項が発生したことを

                             
11  募集要項に定めるとおり、公社における国債等による期待運用利回りを考慮した利率である。 



 

 

知ったときは、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権

者は、この項の通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な

限り努力するものとする。 

 

（運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任） 

第28条  運営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施した結果、運営開始

日において既に存在したものとして発見し、運営開始日から 2 年以内に公社に対

して通知した瑕疵（法令等上の瑕疵を含む。以下この条において同じ。）又は運

営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施したにもかかわらず、当

該期間内に発見することが著しく困難であり、当該期間経過後に運営開始日にお

いて既に存在したものとして発見し、公社に対して通知した瑕疵につき、公社が

これらの通知を正当と認めた場合には、次に掲げるいずれかの措置を講ずるもの

とする。 

(1) 公社自らの費用で修補等を行うこと。なお、運営権者による本事業の実施

に著しい支障がない限り、修補等の時期については公社が決定する。 

(2) かかる瑕疵により運営権者に生じる追加費用を負担すること。 

2  前項の場合において、運営権者はかかる瑕疵に起因して運営権者に生じた費用

の支払及び損失（運営権者の逸失利益については 2 年分を上限とする。）の補償

を求めることができる。 

 

（特定の修繕業務の実施） 

第29条  運営権者が要求水準書＜維持管理・運営業務編＞に定める衣浦トンネルの機能

強化（耐震工事を含む。）に係る業務を実施する場合には、公社がその費用を負

担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予定事業費は

約 41 億円、予定事業期間は平成 29 年度から平成 32 年度までとし、事業費及び

事業期間については別途公社が指定するものとする。 

2  運営権者が要求水準書＜維持管理・運営業務編＞に定める猿投グリーンロード

の八草大橋（上り）下部工の補修工事に係る業務を実施する場合には、公社がそ

の費用を負担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予

定事業費は約 2 億 5 千万円、予定事業期間は平成 32 年度までとし、事業費及び

事業期間については別途公社が指定するものとする。 

3  この条に基づく各業務の実施方法については、第 4 章（改築業務）に従うもの

とする。 

 

（大規模更新） 

第30条  公社又は運営権者は、各運営権の存続期間の満了日までに大規模更新が必要と



 

 

判断した場合、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権

者は、この項の通知を受けた場合、要求水準書の変更を含め当該状況を可及的速

やかに解消すべく協議するものとし、運営権者は公社の指示に従うものとする。 

2  大規模更新を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。 

3  大規模更新の実施方法については、第 4 章（改築業務）の規定に従うものとす

る。 

 

  



 

 

第 4 章 改築業務 

 

第 1 節 コンストラクションマネジメント 

 

（コンストラクションマネージャーの配置） 

第31条  運営権者は、本契約締結後速やかに、要求水準書＜改築業務編＞に規定された

コンストラクションマネージャーの要件等を全て満たす者をコンストラクション

マネージャーとして配置の上、公社に通知しなければならない。 

2  運営権者は、本契約締結後速やかに、コンストラクションマネージャーと CM 契

約を締結し、コンストラクションマネージャーに対し、本契約、要求水準書及び

改築業務に係る計画書等に従った建設マネジメント業務を実施させるものとす

る。 

 

（CM 契約の規定事項） 

第32条  運営権者は、CM 契約において、コンストラクションマネージャーの義務とし

て、次に掲げる事項を定めなければならない。 

(1) 公社の利益の最大化のために行動すべきこと。 

(2) 建設マネジメント業務を実施し、及び国土交通省完了検査に対し協力すべ

きこと。 

(3) コンストラクションマネージャーは、専門業者になることはできないこ

と。 

(4) 要求水準書＜改築業務編＞に規定された要件を満たす統括管理技術者を配

置すること。 

(5) オープンブック方式の実施に係る運営権者の本契約に基づく義務の履行に

必要となる情報を開示すること。 

 

（改築業務費用の構成） 

第33条  改築業務の実施に必要な費用（以下「改築業務費用」という。）は、業務の実

施に要する原価（次項に掲げる原価の総称をいい、以下「業務原価」とい

う。）、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び運営権者の経費

から構成されるものとする。 

2  業務原価は、要求水準書＜改築業務編＞に示す調査原価、測量原価、設計原

価、工事原価から構成される。 

3  マネジメントフィーは、要求水準書＜改築業務編＞に示すコンストラクション

マネージャーの継続運営等に必要な費用とする。 

4  運営権者の経費は、要求水準書＜改築業務編＞に示す運営権者の業務実施に必



 

 

要な費用とする。 

 

（改築業務費用の考え方） 

第34条  改築業務対象施設別改築業務費用は、次に掲げる条件の全てを満たすものとす

る。 

(1) 工事原価とマネジメントフィー（施工業務分）の合計は、県基準積算によ

る工事価格以下であること。 

(2) 調査・測量・設計原価は、それぞれ県基準積算の業務価格以下であるこ

と。 

(3) 運営権者の経費とマネジメントフィー（調査・測量・設計業務分）の合計

は、全ての業務原価（調査・測量・設計・工事原価）とマネジメント

フィー（施工業務分）の合計の【4％以下】12であること。 

2 改築業務のうち○○業務13のマネジメントフィー率14は業務原価の【10％を目安と

したマネジメントフィーの率】とする。 

3 運営権者は、公社との間で、改築業務対象施設ごとに前項の改築業務費用及び工

事竣工予定日等を確定し、契約（以下「改築業務対象施設別契約」という。）を

締結するものとする。但し、公社及び運営権者は、改築業務費用の変更が必要と

なった場合は、相手方に合理的な理由をその根拠資料とともに示した上で協議を

行い、合意に基づき、改築業務対象施設別改築業務費用を増額又は減額すること

ができる。 

 

（改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更） 

第35条  日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に伴い、工事価格を変更するこ

とができるのは、コンストラクションマネージャーと専門業者との間で締結され

る工事請負契約の期間が 12 ヶ月間を超える場合に限り、変更額は、契約日から

12 ヶ月を経過した後の変動前残工事価格（変更時の出来形部分に相応する工事価

格を控除した額）と変動後残工事価格（変動後の賃金水準又は物価水準を基礎に

算出した変更前残工事価格に相応する額）との差額が 1000 分の 15 を超える額と

                             
12  運営権者の経費とマネジメントフィー（調査・測量・設計業務分）の合計の率は、４％以下の範囲

とし、競争的対話を経て、第二次審査において提案を受け付ける。 

13  ○○には工事名称等が入る。 

14 マネジメントフィー率は、改築業務対象施設ごと（ただし、同一の改築業務対象施設に複数のコン

ストラクションマネージャーを配置する場合はコンストラクションマネージャーごと）に設定す

る。 



 

 

する。 

2  変動前残工事価格及び変動後残工事価格は、請求のあった日を基準とし、物価

指数等に基づき公社と運営権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、公社が定め、運営権者に通知する。 

3  第 1 項の規定による変更は、この条の規定により工事価格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、同項中工事価格とあるのは、「直前の

この条に基づく工事価格の変更の基準とした日」とするものとする。 

4  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、工事価格が不適当となったときは、公社又は運営権者は、前各項の規

定によるほか、工事価格の変更を請求することができる。 

5  予期することが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、工事価格が著しく不適当となった

ときは、公社又は運営権者は、前各項の規定にかかわらず、工事価格の変更を請

求することができる。 

6  前二項の場合において、工事価格の変更額については、公社と運営権者とが協

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、公社が定め、運営権者に通知する。  

 

（改築業務に係る計画書等の作成） 

第36条  運営権者は、コンストラクションマネージャーに対して、事前検討業務の検討

結果等に基づき、改築業務業務計画書の作成を指示し、コンストラクションマ

ネージャーから提出された改築業務業務計画書を確認した上、当該業務計画書を

改築業務に係る計画書等として、第 11 条（改築業務の実施に係る準備）第 1 項

の規定に従い、公社に提出し、確認を受けるものとする。 

 

（専門業者の選定） 

第37条  前条（改築業務に係る計画書等の作成）の規定に従い、改築業務に係る計画書

等の公社による確認を受けたときは、運営権者は、コンストラクションマネー

ジャーに対し、適正な競争環境と透明性が担保できる競争入札（以下この条にお

いて「専門業者選定入札」という。）により、専門業者に対する各改築業務対象

施設の測量・調査・設計・施工業務の発注を指示するものとする。 

2  運営権者は、コンストラクションマネージャーをして、専門業者選定入札の実

施及び専門業者と締結する契約に関して、要求水準書＜改築業務編＞に規定され

た事項を遵守させるものとする。 

 



 

 

（インセンティブフィー） 

第38条  公社及び運営権者は、各改築業務の施工業務に係るコンストラクションマネー

ジャーと専門業者との間で締結される工事契約後の工事原価及びマネジメント

フィーの合計額を、インセンティブ基準価格として設定するものとする。 

2  公社及び運営権者は、次に掲げる場合には、双方協議の上、インセンティブ基

準価格を変更するものとする。 

(1) 本契約において公社が増加費用を負担する又は減少分を調整するものと定

められた事由によって工事原価が変更となった場合 

(2) 各契約図書の記載内容の変更によって工事原価が変更となった場合 

3  運営権者が各改築業務に係る施工業務を実施するにあたり、施工時 VE により

工事原価が安価となった場合には、公社は、運営権者に対し、インセンティブ

フィーとして、コスト縮減額の 50％相当額を支払うものとする。 

4  施工時 VE により工事原価を縮減した時には、本契約時に設定したマネジメン

トフィー率によりマネジメントフィーを縮減するものとする。 

 

（オープンブック方式） 

第39条  改築業務費用の算定及び支払に関する透明性を確保するため、運営権者は、公

社に対し、要求水準書＜改築業務編＞の規定に従い、全ての業務原価に関する情

報及び運営権者の経費に関する情報を開示するものとする。 

2  公社及び運営権者は、要求水準書＜改築業務編＞の規定に従い、オープンブッ

ク方式の実施体制を整備する。 

3  運営権者は、要求水準書＜改築業務編＞の規定に従い、内部監査の他に、運営

権者が選定する第三者による監査を四半期ごとに実施し、その監査結果につい

て、遅滞なく公社に報告を行うものとする。 

 

（改築業務費用の支払方法） 

第40条  公社は、運営権者に対して、運営権者による改築業務の実施の対価として、本

契約及び要求水準書＜改築業務編＞の規定に従い、改築業務費用としてのコスト

プラスマネジメントフィーに、インセンティブフィーを加算した金額を、第 34

条（改築業務費用の考え方）に定める範囲内で支払う。 

2  運営権者は、第 57 条（公社による完了検査）第 5項に規定する完了検査の結

果の通知を公社から受けたときは、当該通知にかかる各改築業務対象施設につき

改築業務費用を請求することができる。公社は、この項前段の規定による請求が

あったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に改築業務費用を支払

わなければならない。 

3  公社の責めに帰すべき事由により、前項の規定による改築業務費用の支払が遅



 

 

れた場合においては、公社は、未受領金額につき、第 126 条（遅延利息）第 1項

に従い計算した額の遅延利息を運営権者に支払わなければならない。 

 

（前金払及び中間前金払） 

第41条  運営権者は、公社に対して、改築業務対象施設別契約ごとの契約額の 10 分の 4

の範囲内において、公社が定めた率により計算した額の範囲内の前払金（以下こ

の条において「個別前払金」という。）の支払を請求することができる。各改築

業務対象施設に係る個別前払金の合計額は、当該各改築業務対象施設の改築業務

費用額の 10 分の 4を超えることができない。 

2  公社は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日か

ら 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 

3  運営権者は、第１項の規定による個別前払金の請求をする場合においては、あ

らかじめ、保証事業会社と、工事竣工予定日を保証期限とする、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、その保証証書を公社に寄託しなければならない。 

4  運営権者は、第 1項の規定により個別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、工事竣工予定日を保証期限とする保証契約を締結し、その

保証証書を公社に寄託し、前払対象契約の契約額の 10 分の 2以内の中間前払金

（以下この条において「個別中間前払金」という。）の支払を請求することがで

きる。 

5  運営権者は、前項の規定による個別中間前払金を請求しようとするときは、あ

らかじめ、公社又は公社の指定する者の個別中間前金払に係る認定を受けなけれ

ばならない。この場合において、公社又は公社の指定する者は、運営権者から認

定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を運営権者に通知

しなければならない。 

6  運営権者は、各改築業務対象施設の前払対象契約の契約額が著しく増額された

場合においては、その増額後の各改築業務対象施設の前払対象契約の契約額の 10

分の 4の範囲内において、公社が定めた率により計算した額（第 4項の規定によ

り個別中間前払金の支払を受けているときは、増額後の各改築業務対象施設の前

払対象契約の契約額の 10 分の 4の範囲内において、公社が定めた率により計算

した額及び増額後の各改築業務対象施設の前払対象契約の契約額の 10 分の 2の

額の合計額）から受領済みの個別前払金（個別中間前払金の支払を受けている場

合には、当該個別中間前払金を含む。以下、この条及び次条において同じ。）を

差し引いた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

て運営権者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を公社に寄託

しなければならない。 



 

 

7  第 4 項及び前項の規定による請求があったときは、第 2項の規定を準用する。 

8  運営権者は、前払金（個別前払金及び個別中間前払金の総称をいう。）を当該

前払金が支払われた前払対象契約に係る改築業務（以下この項において「前払対

象改築業務」という。）の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（前

払対象改築業務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。 

 

（部分払） 

第42条  運営権者は、工事の完成前に、改築業務対象施設別契約ごとに、出来形部分に

相応する各改築業務対象施設の改築業務費用額相当額の 10 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（以下「改築業務対象施

設別部分払」という。）を請求することができる。この場合において、各改築業

務対象施設の改築業務費用額は、第 3 項の確認に基づき公社が通知した出来形割

合を各改築業務対象施設の改築業務費用額に乗じて得た額とする。 

2  運営権者は、改築業務対象施設別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公社に請求しなければならない。 

3  公社は、前項の場合において、遅滞なく運営権者の立会いの上、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、当該確認の結果を運営

権者に通知しなければならない。この場合において、公社は、必要があると認め

られるときは、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、運営権者の負担とす

る。 

5  運営権者は、第 3項の規定による通知があったときは、改築業務対象施設別部

分払を請求することができる。この場合において、公社は、適法な請求書を受理

した日から 14 日以内に当該請求書に係る改築業務対象施設別部分払の金額を支

払わなければならない。 

6  改築業務対象施設別部分払の金額は、次の式により算定する。 

改築業務対象施設別部分払の金額≦A－B－C 

以上の式の右辺における各項はそれぞれ次の式により算定する。 

A＝各改築業務対象施設の改築業務費用額×出来形割合×9/10 

B＝前払金額及び中間前払金額×出来形割合 

C＝当該各改築業務対象施設に係る支払済み改築業務対象施設別部分払の金額 

7  運営権者が第 1項の規定により改築業務対象施設別部分払の請求ができる回数

は、次のとおりとする。 

(1) 各改築業務対象施設の改築業務費用額 1,000 万円まで 1 回 



 

 

(2) 〃3,000 万円まで 2 回以内 

(3) 〃 6,000 万円まで 3 回以内 

(4) 〃6,000 万円を超える場合は、4回に、6,000 万円を超えるごとに 1回を加

えた回数以内 

 

第 2 節 事前検討業務 

 

（事前検討業務の実施） 

第43条  運営権者は、本契約締結後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運

営権者提案書に従い、既往業務成果・設計条件・施工条件の精査、設計・施工上

の課題と関連法規等の手続の抽出、各種の改善提案その他の事前検討業務を実施

する。 

 

第 3 節 事前調査業務 

 

（事前調査業務業務計画書の提出） 

第 43 条の 2  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従

い、改築業務対象施設について事前調査業務業務計画書を作成し、専門業者との

契約締結後 14 日以内（休日等含む）に公社に提出し、公社の確認を受けなけれ

ばならない。 

 

（事前調査業務の実施） 

第44条  運営権者は、事前検討業務の完了後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項

等、運営権者提案書及び事前調査業務業務計画書に従い、測量・地質調査・環境

調査その他の調査など施工業務の着手前に実施することが必要であると事前検討

業務において抽出し、第 11 条（改築業務の実施に係る準備）第 1 項に従い策定

した改築業務に係る計画書等に記載した業務（以下「事前調査業務」という。）

を実施する。 

2  第 52 条（本工事の進捗状況の報告）第 1 項の規定は、事前調査業務の進捗状

況の報告についてこれを準用する。この場合において、第 52 条（本工事の進捗

状況の報告）第 1 項中「月間工事進捗状況報告書」とあるのは「月間事前調査業

務進捗状況報告書」と読み替えるものとする。 

3  第 55 条（工期の変更）の規定は、事前調査業務の工期の変更についてこれを

準用する。この場合において、第 55 条（工期の変更）第 1 項中「施工計画書に

定められた工期」とあるのは「事前調査業務業務計画書に定められた工期」と読

み替えるものとする。 



 

 

4  公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメン

トフィーの一部として、事前調査業務の実施の対価を支払う。 

5  運営権者は、第 1 項の規定により実施する事前調査業務を終了したときは、当

該業務に係る成果品を作成の上、速やかに公社に提出してその確認を受けなけれ

ばならない。 

6  運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の結果、募集要項等の内容と

相違する事実が発見され、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社

と運営権者の業務分担又は施工計画書に従って改築業務対象施設の建設を実施す

ることができないと合理的に見込まれるときは、公社及び運営権者は、その対応

について協議するものとする。 

7  運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の不備、誤謬等又は運営権者

が各種調査を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、運営権者が負

担するものとする。 

8  本事業用地に募集要項等において明示されていなかった地中埋蔵物、土壌汚

染、埋蔵文化財その他の予測できない瑕疵が発見された場合、公社は必要な措置

を講ずるものとする。この場合において、運営権者は、要求水準書に定める工事

期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担及び施工計画書を見直すな

ど、必要な協力を行うものとする。 

 

（公社用地取得支援） 

第45条  公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地（改築

業務対象施設）の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを

得ない場合には、公社は公社取得用地（改築業務対象施設）の所有権等の取得を

中止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損

害が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するもの

とする。 

2  運営権者は、事前調査業務の一部を構成する業務として、改築業務に係る計画

書等及び要求水準書に定める公社と運営権者の業務分担に従い、公社による公社

取得用地（改築業務対象施設）の取得に必要となる用地測量、図面作成、用地調

査、物件調査、用地取得関係書類の作成支援その他の公社用地取得支援業務（以

下「公社用地取得支援業務」という。）を、公社と緊密に調整を行いつつ適時適

切に実施する。 

3  公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメン

トフィーの一部として、公社用地取得支援業務の実施の対価を支払う。 

 



 

 

第 4 節 改築業務対象施設の設計 

 

（設計業務業務計画書の提出） 

第46条  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、改

築業務対象施設について設計業務業務計画書及び要求性能確認計画書を作成し、

専門業者との契約締結後 14 日以内（休日等を含む）に公社に提出し、公社の確

認を受けなければならない。 

 

（改築業務対象施設の設計） 

第47条  運営権者は、設計業務業務計画書の作成後速やかに、コンストラクションマ

ネージャーをして、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計

業務業務計画書（これらの書面を総称して以下「設計基準書」という。）に従

い、設計業務を実施させた上で、本業務が設計基準書に従い実施されていること

を、要求性能確認計画書に従い、確認しなければならない。 

2  第 52 条（本工事の進捗状況の報告）第 1 項の規定は、設計業務の進捗状況の

報告についてこれを準用する。この場合において、第 52 条（本工事の進捗状況

の報告）第 1 項中「月間工事進捗状況報告書」とあるのは「月間設計業務進捗状

況報告書」と読み替えるものとする。 

3  第 55 条（工期の変更）の規定は、設計業務の工期の変更についてこれを準用

する。この場合において、第 55 条（工期の変更）第 1 項中「施工計画書に定め

られた工期」とあるのは「設計業務業務計画書・実施工程表に定められた工程」

と読み替えるものとする。 

4  公社は、運営権者の改築業務対象施設の設計状況を随時監視することができる

ものとし、運営権者に対して、随時設計図書の提出を求めることができる。運営

権者は、かかる公社の要求に速やかに応じなければならない。 

5  公社は、運営権者に対し、改築業務対象施設の設計に関して意見を表明するこ

とができる。本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書に反するおそ

れがない限り、運営権者は、公社からの改築業務対象施設の設計に関する意見を

最大限に考慮するものとする。 

 

（設計図書の提出及び確認） 

第48条  運営権者は、設計基準書に従い、設計図書を公社に提出し、公社の確認を受け

なければならない。 

2  公社は、前項に基づき提出された設計図書が、本契約、要求水準書、募集要項

等、運営権者提案書その他公社と運営権者との合意事項に従っていないと判断す

る場合には、運営権者と協議の上、運営権者の負担において修正することを求め



 

 

ることができる。公社は、かかる修正を求めない場合は、設計図書の確認を完了

した旨を運営権者に通知するものとする。 

3  運営権者は、前項の規定に基づき公社より修正要求を受けた場合、速やかに修

正しなければならない。この場合、運営権者は、速やかに当該修正の結果につい

て書面により公社に報告し、確認を受けなければならない。当該修正により増加

費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。 

4  運営権者は、第 2 項に規定する通知若しくは確認又は第 3 項に規定する確認を

行った後に設計図書の変更を行う場合は、あらかじめ公社の確認を受けなければ

ならないものとする。 

 

第 5 節 改築業務対象施設の建設 

 

（改築業務対象施設の監理業務） 

第49条  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書

に従い、監理業務を実施する。 

 

（施工計画書の提出） 

第50条  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書

に従い、専門業者との請負契約ごとに、工事着工日の 30 日前までに、施工計画

書及び要求性能確認計画書を公社に提出し公社の確認を受けなければならない。

運営権者は、施工計画書を公社に提出した後に当該書面の修正が必要となった場

合には、適宜これを修正し、修正後速やかに公社に報告するものとする。 

 

（改築業務対象施設の施工） 

第51条  運営権者は、コンストラクションマネージャーをして、日本国の法令を遵守の

上、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画

書（これらの書面を総称して以下この項において「施工基準書」という。）に従

い、改築業務対象施設の工事（以下「本工事」という。）を実施させた上で、本

工事が施工基準書に従い実施されていることにつき要求性能確認計画書に従い確

認しなければならない。 

2  運営権者は、建設業法第 22 条第 3項の承諾を与えてはならない。 

3  要求水準書及び設計図書において指定されているものを除き、本工事を実施す

るために必要な施工方法その他一切の手段は、運営権者の責任及び費用負担にお

いて定めるものとする。 

 



 

 

（本工事の進捗状況の報告） 

第52条  運営権者は、本工事及び施工監理の進捗状況を管理及び把握し、毎月 1 回、本

工事の進捗状況及び施工監理の状況を記録した月間工事進捗状況報告書（要求水

準書及びモニタリング基本計画に従い開催される月次連絡会議に提出される工程

表、監理資料（業務報告）等をいう。）を作成の上、その翌月の 5 日までに公社

に対して提出する。 

2  公社は、施工期間中、運営権者に対し施工体制台帳及び施工体制に係る事項に

ついて報告を求めることができる。 

3  公社は、運営権者に対して、前 2 項に規定するほか、随時工事の状況を記載し

た報告書の提出を求めることができる。 

 

（本事業用地への立ち入り） 

第53条  公社は、改築業務対象施設の工事が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権

者提案書、設計図書及び施工計画書に従い施工されているかを確認するため、施

工期間中いつでも本事業用地に立ち入り、及び運営権者から説明を受けることが

できるものとする。この場合、公社は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営

権者提案書、設計図書又は施工計画書と一致していないことを理由とする場合に

限り、運営権者に対し是正を求めることができる。 

 

（条件変更等） 

第 53 条の 2  運営権者は、コンストラクションマネージャーによる本工事の実施に当た

り、次の各号のいずれかに該当する場合、その旨を直ちに公社に通知し、その確

認を請求しなければならない。 

(1) 本契約において公社が増加費用を負担（又は減少分を調整）するものと定

められた事由によって業務原価が変更となった場合 

(2) 各契約図書の記載内容の変更によって業務原価が変更となった場合 

2  公社は、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、運営権者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならな

い。ただし、運営権者が立会いに応じない場合には、運営権者の立会いを得ずに

行うことができる。 

3  公社は、運営権者の意見を聴いて、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 14

日以内に、その結果を運営権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、あらかじめ運営権者の意見を聴

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、運営権者はコンストラクションマネージャーに対して、

設計図書の変更を行わせなければならない。 

5  前項の規定により改築業務対象施設について設計図書の変更が行われた場合に

おいて、公社は、必要があると認められるときは当該改築業務対象施設に係る工

期若しくは改築業務対象施設別改築業務費用を変更し、又は運営権者に損害を及

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54条  公社は、必要があると認める場合、運営権者に対し、改築業務対象施設の工事

の中止の内容及び理由を通知した上で、改築業務対象施設の工事の全部又は一部

を一時中止させることができる。 

2  公社は、前項の規定により改築業務対象施設の工事の全部又は一部を一時中止

させた場合には、合理的な期間、工事完了予定日を延期することができ、また、

運営権者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本工事の施工を中止したこと

による追加費用を負担する。ただし、改築業務対象施設の工事の中止が法令改正

又は不可抗力に起因する場合には、別紙 14（法令改正及び不可抗力による費用負

担）の第 2（改築業務対象施設に係る改築業務）に従う。 

 

（工期の変更） 

第55条  運営権者は、施工計画書に定められた工期（以下「工期」という。）の変更の

必要性又はそのおそれが明らかになった場合、その理由の如何を問わず、その旨

を公社に報告する。 

2  公社又は運営権者が、法令等の改正又は不可抗力により、工期を遵守できない

ことを理由として工期の変更を請求したときは、公社及び運営権者は協議により

新しい工期を定めるものとする。この場合の増加費用の負担は別紙 14（法令改正

及び不可抗力による費用負担）の第 2（改築業務対象施設に係る改築業務）に従

う。 

3  前項の協議が整わない場合、公社は、新しい工期を合理的に定めるものとし、

運営権者はこれに従わなければならないものとする。 

4  運営権者の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、かかる遅延によ

り生じた一切の増加費用及び損害は運営権者が負担する。 

5  公社の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、公社は、かかる遅延

に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。 

 

（完了確認） 

第56条  運営権者は、改築業務対象施設の建設が完了したときは、自らの責任及び費用



 

 

負担において、改築業務対象施設の完了確認を行わなければならない。 

2  運営権者は、公社に対して、運営権者が前項の完了確認を行う 7 日前までに、

当該完了確認を行う旨を記載した書面を提出するものとする。 

3  公社は、運営権者が実施する完了確認に立ち会うことができる。ただし、運営

権者は、公社が立会いを行ったことをもって本工事に係る責任を軽減され、又は

免除されるものではない。 

4  運営権者は、第 1 項の完了確認において、改築業務対象施設が本契約、要求水

準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成して

いるか否かについて確認し、完了確認の公社による立会いの有無を問わず、公社

に対して、改築業務対象施設の完了確認の結果を確認済証その他の確認結果に関

する書面の写し及び完成図書を添えて提出する。 

5  運営権者は、前項に基づき完成図書を公社に提出した後事業期間終了までの

間、完成図書の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに当該変更箇所を記

載した書面を公社に提出するものとする。 

 

（公社による完了検査） 

第57条  公社は、別段の合意がある場合を除き、前条（完了確認）第 4 項の規定による

完了確認の結果の提出を受けた日から 14 日以内に、改築業務対象施設が、本契

約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとお

り完成しているか否かを確認するため、運営権者立会いの上、改築業務対象施設

の完了検査を実施する。 

2  前項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項

等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成していることを検査

の上確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するもの

とする。 

3  第 1 項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要

項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書と一致していないことが判明し

た場合、公社は、運営権者に対して是正を求めることができる。 

4  運営権者は、前項の規定に基づき、公社より是正要求を受けた場合、速やかに

是正をしなければならず、かかる是正の結果について公社に報告し、検査を受け

なければならない。この是正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運

営権者の負担とする。 

5  前項の確認の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、

運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成していることを検査の上

確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するものとす

る。 



 

 

6  公社は、第 2 項又は前項に規定する完了検査の結果の通知を理由として、改築

業務対象施設の建設について何らの責任を負うものではない。 

7  前各項のほか、運営権者は特措法その他法令に基づいて実施が必要となる完成

時の検査について、その実施に協力するものとする。 

 

（改築業務対象施設の工事竣工日） 

第58条  改築業務対象施設の工事竣工の日は、公社が前条（公社による完了検査）第 2

項又は第 5 項の規定に基づき完了検査の結果を運営権者に通知した日（以下「工

事竣工日」という。）とし、運営権者は工事竣工日に改築業務対象施設を公社に

引き渡したものとみなす。 

 

（部分引渡し） 

第59条  改築業務対象施設の工事目的物について、公社が改築業務対象施設別契約にお

いて本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（以下この

条において「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 56 条（完了確認）、第 57 条（公社による完了検

査）及び第 58 条（改築業務対象施設の工事竣工日）中「改築業務対象施設」と

あるのは「指定部分に係る改築業務対象施設」と、第 40 条（改築業務費用の支

払方法）中「改築業務の実施に必要な費用」とあるのは「部分引渡しに係る改築

業務対象施設についての改築業務の実施に必要な費用」と、「改築業務費用」と

あるのは「部分引渡しに係る改築業務対象施設についての改築業務費用」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 40 条（改築業務費用の支払方法）第１項及び第

2 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改築業務対象施設につ

いての改築業務費用の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部

分に係る改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額及び指定部分に係る改築

業務対象施設に相応する支払済部分払金の額は、公社が定め、運営権者に通知す

る。 

部分引渡しに係る改築業務対象施設についての改築業務費用の額 

＝A×（１－B／C）－D 

以上の式の右辺における各項はそれぞれ次の式により算定する。 

A＝指定部分に係る改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額 

B＝前払金額及び中間前払金額 

C＝改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額 

D＝指定部分に係る改築業務対象施設に相応する支払済部分払金の額 

 



 

 

（改築業務対象施設の工事竣工日の遅延） 

第60条  運営権者は、改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定日よりも遅延する

ことが見込まれる場合には、直ちに当該遅延の原因を通知するとともに、速やか

にその対応計画を公社に提出しなければならない。 

2  運営権者は、前項に規定する対応計画において、改築業務対象施設の可及的速

やかな完成に向けての対策及び想定される工事竣工日までの予定を明らかにしな

ければならない。 

3  運営権者の責めに帰すべき事由により改築業務対象施設（以下この項において

「工事竣工遅延改築業務対象施設」という。）の工事竣工日が工事竣工予定日

（改築業務対象施設）よりも遅延した場合、運営権者は、公社に対し、違約金と

して、工事竣工遅延改築業務対象施設に係る改築業務費用額相当額から出来形部

分に相応する改築業務費用額相当額を控除した額（1,000 円未満の端数金額及び

1,000 円未満の金額は切り捨てる｡)につき、遅延日数に応じ、年 14.5 パーセント

の割合で計算した額を支払うものとする。なお、公社に当該違約金を超える損害

があるときは、公社はその損害額を運営権者に請求することができる。 

4  公社の責めに帰すべき事由によって改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工

予定日（改築業務対象施設）よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生

した場合、公社は、合理的な範囲で当該増加費用又は損害を負担するものとす

る。 

5  法令改正又は不可抗力により、改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定

日（改築業務対象施設）よりも遅延した場合の措置については、第 9 章（責任及

び損害等の分担）第 3節（法令改正）及び同第 5節（不可抗力）に従う。 

 

（改築業務対象施設に係る公共施設等運営権） 

第61条  改築業務対象施設のうち、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業

務対象施設）に規定された①武豊北インターチェンジ（仮称）新設工事、②りん

くうインターチェンジ出口追加工事、③大府 PA（下り線）（仮称）新設工事、及

び④阿久比 PA（上り線）（仮称）新設工事に係る改築業務対象施設ついては、特

措法に基づく工事完了公告が行われ、道路法第 18 条第 2 項に基づき公示された

日から、それ以外については、工事竣工日から、当該改築業務対象施設が関連す

る運営権設定対象施設に係る運営権の対象となるものとする。運営権者は、自ら

の費用により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続が

ある場合にはこれを行うものとし、公社はこれに協力するものとする。 

 

（瑕疵担保） 

第62条  公社は、工事目的物である各改築業務対象施設に瑕疵があるときは、運営権者



 

 

に対して相当の期間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、公社は、修補を請求すること

ができない。 

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 58 条（改築業務対象

施設の工事竣工日）の規定による引渡しを受けた日から木造、簡易ほ装その他こ

れに準ずる工事目的物の場合は 1 年以内、コンクリート造、石造、金属造その他

これに準ずる工事目的物の場合は 2 年以内に、これを行わなければならない。た

だし、その瑕疵が運営権者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求

を行うことのできる期間は 10 年とする。 

3  公社は、工事目的物である各改築業務対象施設の引渡しの際に瑕疵があること

を知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに運営権者に通知し

なければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、

運営権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  公社は、工事目的物である各改築業務対象施設が第１項の瑕疵により滅失又は

き損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6

か月以内に第 1項の権利を行使しなければならない。 

5  第 1 項の規定は、工事目的物である各改築業務対象施設の瑕疵が支給材料の性

質又は公社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、運営権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、この限りではない。 

 

第 6 節 紛争の解決 

 

（あっせん、調停又は仲裁） 

第 62 条の 2  本契約第 4 章（改築業務）の各条項において公社と運営権者とが協議して

定めるものにつき協議が調わなかったときに公社が定めたものに運営権者が不服

がある場合その他の本契約第 4 章（改築業務）に関連して公社と運営権者との間

に紛争が生じた場合には、公社及び運営権者は、建設業法による建設工事紛争審

査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停を請求することができる。 

2  公社及び運営権者は、その一方又は双方が前項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、仲裁合意を締結した場合に

あっては、前項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。 

 



 

 

第 5 章 附帯事業及び任意事業 

 

第 1 節 附帯事業 

 

（附帯施設（既設 PA）の貸付） 

第63条  公社及び運営権者は、附帯施設（既設 PA）については本契約締結後速やかに、

別紙 10（建物賃貸借契約（既設 PA））に従い、建物賃貸借契約（既設 PA）（借

地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借とする。）を締結の上、当該契約書に

定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、また、公

社は運営権者に対して附帯施設（既設 PA）を引き渡すものとする。 

2  運営権者が、運営権者提案書に従い、附帯施設（既設 PA）の全部又は一部を構

成企業及び協力企業に使用させる場合、運営権者が当該第三者との間で締結する

建物賃貸借契約は、借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借としなければな

らず、かつ、建物賃貸借契約（既設 PA）の期間満了日を超える契約期間の建物賃

貸借契約を締結してはならない。 

3  運営権者は、第 1項に基づく引渡し後、第 66 条（附帯施設の運営）に従い、附

帯施設（既設 PA）の運営を行うものとする。 

 

（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の貸付） 

第64条  公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地（新設

PA 隣接区域）の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを得

ない場合には、公社は公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の所有権等の取得を中

止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損害

が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するものと

する。 

2  前項の場合において、公社が公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の所有権等を取

得した場合には、公社は自らの責任及び費用負担において造成を行った後、公社

及び運営権者は速やかに、別紙 11（土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域））に従

い、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に関する土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区

域）（借地借家法第 23 条に定める事業用借地権とする。）を締結の上、当該契

約書に定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、ま

た、公社は運営権者に対して公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を引き渡すもの

とする。 

3  運営権者は、前項に基づく引渡し後速やかに、第 65 条（附帯施設の設計及び建

設）に従い、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の設計及び建設を行い、あらかじめ

道路管理者である公社から道路法第 48 条の 5 に基づく許可を得た上で連結料を



 

 

納付し、第 66 条（附帯施設の運営）に従い、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の運

営を行うものとする。 

 

（附帯施設の設計及び建設） 

第65条  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、自

らの責任及び費用負担において附帯施設（新設 PA 隣接区域）の設計及び建設を

行うものとする。かかる設計及び建設に関し、公社及び運営権者は、関係する市

町村と必要な協議を行うものとする。 

2  前項に基づく附帯施設の設計及び建設については、道路法第 48 条の 5に基づく

許可の申請内容及び当該許可に道路管理者である公社が付した条件を遵守して法

令等に従い行うものとする。 

 

（附帯施設の運営） 

第66条  運営権者は、関連する各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の満了日

又は当該運営権が取り消される日まで、本契約、要求水準書、募集要項等及び運

営権者提案書に従い、附帯施設の維持管理及び運営を行うものとする。 

2  運営権者は、附帯施設の維持管理及び運営に係る一切の責任及び費用を負担

し、また附帯施設の運営により得られた収入を収受することができるものとす

る。15 

 

（附帯施設の増改築その他の変更） 

第67条  運営権者は、附帯施設の増改築、撤去その他の変更（日常の維持管理に係るも

のを除き、設備の変更及び利便施設等の設置を含む。以下この条において同

じ。）を行う場合には、緊急かつやむを得ない場合を除き、あらかじめ公社と協

議しなければならない。また、事業区域内における附帯施設（既設 PA）に係る増

改築、撤去その他の変更については、道路管理者である公社から道路法第 24 条

に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を得なければならない。 

2  公社は、法令等の遵守、事故発生の回避その他合理的な理由に基づき必要と認

めるときは、運営権者に対し、附帯施設の変更を求めることができる。 

3  運営権者は、正当な理由がある場合を除き、前項の変更に関する公社との協議

に応じなければならない。 

4  第 1 項及び第 2 項に基づく協議において合意された附帯施設の増改築、撤去そ

の他の変更については、運営権者は自らの責任及び費用負担において整備するも

                             
15  現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属

先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。 



 

 

のとする。かかる附帯施設の増改築、撤去その他の変更については、道路法第 24

条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可の申請内容及び当該承認又は許可に道

路管理者である公社が付した条件を遵守して法令等に従い行うものとする。 

5  運営権者が、附帯施設（既設 PA）又は公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に隣

接する土地又は建物を取得し、これを隣接する附帯施設（既設 PA）又は公社取得

用地（新設 PA 隣接区域）に連結して使用する場合には、道路法第 48 条の 5 に定

める連結許可を取得し、道路法第 48 条の 7 に定める連結料を支払うものとす

る。 

 

（附帯施設の変更及び終了） 

第68条  運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合

は、附帯施設の事業の内容の変更又は終了を公社に提案することができる。 

2  公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、附帯施設の事業の内容の変更

又は終了について運営権者と誠実に協議しなければならない。 

3  第 1 項の提案に係る通知を受領してから 6 ヶ月以内に協議がまとまらなかった

場合、公社及び運営権者は、合意の上、本契約のうち当該附帯施設に係る部分を

解約することができる。この場合、附帯施設（新設 PA 隣接区域）のうち公社が

必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価（処分費相当額を除

く。）にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかっ

た資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。 

 

第 2 節 任意事業 

 

（事業区域内において運営権者が任意で行う事業） 

第69条  運営権者は、運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連する各運営権

設定対象施設に係る運営権が終了（存続期間の満了による終了を含む。）する日

まで、事業区域内において、運営権者提案書に従い、法令等を遵守して、任意事

業を行うものとする。 

2  運営権者は、任意事業に係る一切の責任及び費用を負担し、また任意事業によ

り得られた収入を収受することができるものとする。 

3  任意事業の実施のために、別紙 12（任意事業用地）に規定する土地について、

道路管理者である公社は、運営権者に対し、道路管理上支障がない限り、道路法

第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を与えるものとする。 

 

（事業区域外において運営権者が任意で行う事業） 

第70条  運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、事業区域外において第三



 

 

者から収入等を得る事業を実施してはならないものとする。 

 

（任意事業の変更及び終了） 

第71条  運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合

は、運営権者提案書に記載された任意事業の内容の変更又は終了を公社に提案す

ることができる。 

2  公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、やむを得ない事由がある場合

を除き、変更又は終了に同意するものとする。かかる場合、変更又は終了に必要

な許認可等は運営権者の責任及び費用負担において取得するものとする。 

 

第 6 章 その他の事業実施条件 

 

（本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等） 

第72条  運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本

事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を別紙 6（構成企業及び協力企業並び

に業務内容）に定める構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせるものと

する。ただし、本契約に別段の定めがある場合又はあらかじめ公社から同意を得

た場合には、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）に定める構成企業

又は協力企業以外の企業（以下「実施契約締結後選定協力企業」という。）に対

し、本事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を委託し、又は請け負わせるこ

とができる。 

2  運営権者は、前項に基づき別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）に

定める構成企業及び協力企業並びに実施契約締結後選定協力企業との間で各業務

に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結した場

合には、速やかに、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け

負わせた事実を証する書面を、公社に提出しなければならない。 

3   運営権者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責

めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。 

4  運営権者は、この条に基づき本事業に係る業務を別紙 6（構成企業及び協力企

業並びに業務内容）に定める構成企業若しくは協力企業又は実施契約締結後選定

協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当

する者その他公社が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせない

ものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他

公社が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないもの

とする。 

5  運営権者は、第 1 項に基づく委託又は請負後、受託者又は請負者につき、暴力



 

 

団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識

した場合には、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚

書等を終了させるものとする。また、運営権者は、受託者又は請負者が第三者に

対して委託し、又は請け負わせた後、再受託者又は下請負者につき、暴力団員等

のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識した場

合には、受託者又は請負者をして、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又

はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。 

 

（要求水準の変更） 

第73条  公社は、要求水準書＜総則編＞に規定される要求水準の変更事由が発生したと

認める場合には、要求水準書を変更することができる。ただし、公社は、あらか

じめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と

協議を行わなければならない。 

2  前項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合に

は、これに伴う追加費用については公社の負担とする。 

3  第 1 項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により行わ

れた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用につ

いては運営権者の負担とする。 

4  この条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、

当該費用相当額については公社の帰属とする。ただし、要求水準書＜総則編＞に

規定する運営権者からの改善提案等に起因して運営権者の費用が減少したと公社

が認める場合には、当該費用相当額については運営権者の帰属とする。 

5  この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。 

 

（近隣住民に対する説明及び環境対策） 

第74条  運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、近隣住民に

対して、本事業において行われる工事等に関する説明、要望への対応等を行わな

ければならない。 

2  運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、騒音、振

動、有害物質の排出、地盤沈下、地下水の断絶その他の本事業において行われる

工事等が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策

を行わなければならない。 

3  運営権者は、第 1 項の説明、対応等及び前項の対策を行おうとするときは、あ

らかじめ、その概要を公社に報告しなければならない。 

4  公社は、前項の報告で第 1 項の説明に係るものを受けた場合において必要があ

ると認めるときは、運営権者が行う説明に協力するものとする。 



 

 

5  運営権者は、第 1 項の説明又は第 2 項の対策を行ったときは、その結果を公社

に報告しなければならない。 

6  第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、運営開始日前の道路整備に起因して当

該説明又は対策に係る費用が発生した場合には、公社がこれを負担するものとす

る。 

 

第 7 章 適正な業務の確保 

 

（要求水準を満たす業務の実施） 

第75条  運営権者は、自らの責任及び費用負担において、社会情勢や有料道路に対する

要請の変化等に応じて、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書

（以下「要求水準」という。）を満たす方法により本事業を実施しなければなら

ない。 

 

（協議会等の設置） 

第76条  公社及び運営権者は、公社、運営権者及び運営権者が本事業を実施するにあた

り各業務を委託し、又は請け負わせた企業（以下「業務実施企業」という。）の

間の情報共有、協議及び合意形成を円滑化し、安定的に事業を継続するため、愛

知県、公社、運営権者等で構成される協議会、業務報告会及び連絡会議を設置す

る。協議会、業務報告会及び連絡会議の目的、参加者及び開催頻度については、

モニタリング基本計画に規定するとおりとする。 

 

（セルフ・モニタリング） 

第77条  運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び要求性

能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法によりセルフ・モニタリングを行

い、その結果を記載した書面を公社に提出しなければならない。 

 

（公社によるモニタリング） 

第78条  公社は、運営権者がモニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び

要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法により本事業を実施している

かについて、モニタリングを行う。 

2  公社が運営権者の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、

別紙 13（要求水準未充足時のペナルティ）に規定する措置を講ずるものとする。 

 

（モニタリング基本計画等の変更） 

第79条  公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合



 

 

には、モニタリング基本計画を変更することができる。ただし、公社は、あらか

じめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と

協議を行わなければならない。 

2  公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、モニタリング基本計画に

規定されるモニタリング実施計画書又は要求性能確認計画書の変更事由が発生し

たと認める場合には、モニタリング実施計画書又は要求性能確認計画書を変更す

ることができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由

を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。 

3  第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は前項のモニタリング実施計画書若し

くは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合

には、これに伴う追加費用については公社の負担とする。 

4  第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若

しくは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により

行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用

については運営権者の負担とする。 

5  第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若

しくは要求性能確認計画書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当

該費用相当額については公社の帰属とする。 

6  第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若

しくは要求性能確認計画書の変更は書面をもって行うものとする。 

 

第 8 章 誓約事項 

 

（運営権者による誓約事項） 

第80条  運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者について次

に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを公社に提出

しなければならない。 

(1) 定款 

(2) 履歴事項全部証明書 

(3) 印鑑証明書 

(4) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係

る契約書 

(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その

他運営権者が保有する資産並びに運営権者の発行済株式に対する担保権設

定に係る契約書 

(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その



 

 

他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位

及び権利に対する担保権設定に係る契約書 

2  運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び本契約の

定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する

【株式会社】であること。 

(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運

営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対し

て強制執行可能であること。 

(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及

び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権

その他一切の手続を履践していること。 

(4) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委

託業務の遂行に限定されていること。 

(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用さ

れる全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者

が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判

決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(6) 【運営権者は、運営権者提案書に記載する増資計画に従って増資するこ

と。】 

(7) 運営権者は、運営開始日以降、公社の事前の書面による承諾がある場合を

除き、資本金と資本準備金の合計額を●億円以上に維持すること。 

(8) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及

び会計監査人に関する定めがあること。 

(9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了す

る 1 年間（運営権者設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来

する 3月 31 日までの期間）を事業年度とする定めがあること。 

3  運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、公社の事前の書面に

よる承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎

の変更 

(2) 議決権付株式の発行（ただし、基本協定書に基づきあらかじめ認められた

者にこれを割り当てる場合は除く。） 

(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為 

 



 

 

（運営権者に係る株式等） 

第81条  運営権者が議決権付株式及び完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の割

当を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件

を満たさなければならない。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24

年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行

う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を

受けていない者であること。 

(3) 会社更生法第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者

又は民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(4) PFI 法第 9条に定める各号に規定する欠格事由に該当しないこと。 

2  運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、完全無議決権株

式を発行し、これを割り当てることができる。 

3  完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する完全無議決権株式につき、時

期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。運営権者は、当

該譲渡が行われた場合、当該譲渡人に対し、譲受人が第 1 項の要件を満たした上

で当該譲渡を行ったことを誓約させるとともに、当該株式の譲渡先等、公社が必

要とする情報を報告するものとする。 

4  議決権株式は、会社法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式でなければならな

い。 

5  運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、議決権付株式を

発行し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当て

る場合には、公社の事前の書面による承認を得なければならない。 

6  議決権付株式を保有する者は、自ら保有する議決権付株式につき、時期を問わ

ず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、公社の事前の

書面による承認を得なければならない。ただし、他の議決権付株式を保有する者

に対して譲渡する場合を除く。運営権者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求

された場合には、当該譲渡について公社の事前の書面による承諾を受けているこ

とを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。 

7  前項の規定にかかわらず、公社は、議決権付株式を保有する者から、運営権者

提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、その保有する議決

権付株式に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保

権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第 125 条（金融機関等と

の協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足す



 

 

る内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は

拒否をしないものとする。 

8  公社は、第 6 項に定める譲渡につき、当該株式の譲受人が第 1 項の要件を満た

し、かつ、当該譲渡が運営権者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合に

は、当該譲渡を承認するものとする。運営権者は、当該承認を得て当該譲渡が行

われた場合、当該株式の譲渡先等、公社が必要とする情報を報告するものとす

る。 

9  第 6 項及び前項の規定にかかわらず、代表企業は、運営開始日から 5 年を経過

する日まで、自らの議決権付株式の譲渡を行うことはできない。 

 

（本契約上の地位及び権利義務の譲渡等） 

第82条  運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の事前の書面による

承諾なくして、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営

権者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を

含む。）を行うことはできない。 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定され

た融資に関連して当該金融機関等のために、本契約その他公社と運営権者の間で

締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨

の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが

公社に提出され、かつ、第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社

と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁

権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含

む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は

拒否をしないものとする。 

 

（運営権の譲渡等） 

第83条  運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、各運営権につき、譲渡、

担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことはできない。 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、全部又は一部の運営権の譲

渡の申請があった場合、新たに運営権者となる者の欠格事由や募集要項等適合性

の審査等、運営権者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡が

やむを得ない場合（公社の会計規則に定める随意契約事由に該当する事由が存在

するものと公社が認める場合をいう。）であり、かつ、当該譲渡後においても運

営権の存続期間の満了日まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたとき

に限り、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく許可を行うものとする。なお、公社は、当

該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことができる。 



 

 

(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に

拘束されることについて、公社に対して承諾書を提出すること。 

(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約

上の地位並びに権利の譲渡を受けること。 

(3) 譲受人の全ての株主（持分会社の場合には社員）が、公社に対して出資者

保証書と同様の内容の誓約書を提出すること。 

3  第 1 項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定さ

れた融資に関連して当該金融機関等のために、各運営権に抵当権を設定する旨の

申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公

社に提出され、かつ、第 125 条（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と

当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容にて締結されているとき

は、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。 

 

（運営権者の兼業禁止等） 

第84条  運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本事業に係る業務並びに

公社及び運営権者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。 

 

第 9 章 責任及び損害等の分担 

 

第 1 節 責任及び損害等の分担原則 

 

（責任及び損害等の分担原則） 

第85条  運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切

の責任を負うものとする。 

2  運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の本事業の実施

に関する公社による承認、確認若しくは立会い又は運営権者からの公社に対する

報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる本契約上の運営権者の責任をも

免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由とし

て、公社は何ら責任を負担しない。 

3  本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、

全て運営権者が負担するものとする。 

4  本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課（消

費税等に係る税率の改正を含む。）は、全て運営権者の負担とする。 

 



 

 

第 2 節 政策変更 

 

（政策変更に基づく通知の付与） 

第86条  本契約締結後に国及び地方公共団体による政策が変更され、又は決定されたこ

とにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、公社はそ

の内容の詳細を記載した書面により直ちに運営権者に対して通知しなければなら

ない。 

(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に

従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行

うことができなくなったとき。 

(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画

書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築

業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。 

(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。 

2  公社及び運営権者は、運営権者が公社から前項の通知を受領した日又は公社が

運営権者から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日以降において、本契約

に基づく自己の義務が適用される政策に違反することとなった場合、履行期日に

おける当該自己の義務が適用される政策に違反する限りにおいてその履行義務を

免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は当該政策の変更又は決定により

相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。 

 

（政策変更に基づく協議及び追加費用の負担） 

第87条  運営権者が公社から前条（政策変更に基づく通知の付与）第 1 項の通知を受領

した場合又は公社が運営権者から前条（政策変更に基づく通知の付与）第 1 項の

事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除

き、公社及び運営権者は、当該政策の変更又は決定に対応するために速やかに本

契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の

負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければならな

い。 

2  前項の協議にかかわらず、運営権者が公社から前条（政策変更に基づく通知の

付与）第 1 項の通知を受領した日又は公社が運営権者から前条（政策変更に基づ

く通知の付与）第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日以内に

本契約等の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）

についての合意が成立しない場合、公社が当該政策の変更又は決定に対する対応

方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この

場合の追加費用は、公社が負担するものとし、運営権者の費用が減少した場合に



 

 

は、当該費用相当額については公社の帰属とする。 

 

第 3 節 法令改正 

 

（法令改正に基づく通知の付与） 

第88条  本契約締結後に法令等が改正され、又は制定されたことにより、次に掲げるい

ずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載

した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。 

(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に

従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行

うことができなくなったとき。 

(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画

書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築

業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。 

(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。 

2  公社及び運営権者は、本契約に基づく自己の義務が適用される法令等に違反す

ることとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される法令等に違

反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権

者は当該法令等の改正又は制定により相手方当事者に発生する損害を最小限にす

るように努力しなければならない。 

 

（法令改正に基づく協議及び追加費用の負担） 

第89条  公社が運営権者から前条（法令改正に基づく通知の付与）第 1 項の通知を受領

した場合又は運営権者が公社から前条（法令改正に基づく通知の付与）第 1 項の

事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除

き、公社及び運営権者は、当該法令等の改正又は制定に対応するために速やかに

本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用

の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければなら

ない。 

2  前項の協議にかかわらず、当該改正又は制定がなされた法令等の公布日から

120 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減

少分の調整）についての合意が成立しない場合、公社が当該法令等の改正又は制

定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続す

る。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 14（法令改正及び不可抗力による

費用負担）に記載する負担割合によるものとし、運営権者の費用が減少した場合

には、当該費用相当額については公社の帰属とする。 



 

 

 

（法令改正による解除） 

第90条  本契約締結後における法令等の改正又は制定により、次に掲げるいずれかの事

由が発生した場合、公社又は運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部

又は一部を解除することができる。 

(1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。 

(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。 

 

第 4 節 税制改正 

 

（税制改正に基づく通知の付与） 

第91条  本契約締結後に次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運

営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなけれ

ばならない。 

(1) 道路の整備・運営に影響を及ぼす税制等の改正又は制定があったとき。 

(2) 改築業務並びに要求水準書＜維持管理・運営業務編＞に定める衣浦トンネ

ルの機能強化（耐震工事を含む。）に係る業務及び猿投グリーンロードの

八草大橋（上り）下部工の補修工事に係る業務の実施に際して消費税等に

係る税率の改正があったとき。 

 

（税制改正に基づく協議及び追加費用の負担） 

第92条  公社が運営権者から前条（税制改正に基づく通知の付与）第 1 号に関する通知

を受領した場合又は運営権者が公社から前条（税制改正に基づく通知の付与）第

1 号の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合

を除き、公社及び運営権者は、当該税制等の改正又は制定に対応するために速や

かに追加費用の負担について協議しなければならない。 

2  前項の協議にかかわらず、公社が運営権者から前条（税制改正に基づく通知の

付与）第 1 号に関する通知を受領した日又は運営権者が公社から前条（税制改正

に基づく通知の付与）第 1 号の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日

以内に追加費用の負担についての合意が成立しない場合において、運営権者によ

る増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が

認めるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税制等の改正

又は制定により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。 

3  公社が運営権者から前条（税制改正に基づく通知の付与）第 2 号に関する通知

を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税率の改正

により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。 



 

 

 

第 5 節 不可抗力 

 

（不可抗力に基づく通知の付与） 

第93条  本契約締結後に不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを

認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対

して通知しなければならない。 

(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に

従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行

うことができなくなったとき。 

(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画

書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築

業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。 

(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。 

2  公社及び運営権者は、公社が運営権者から前項の通知を受領した日又は運営権

者が公社から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日において、本契約に基

づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該

義務の履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は、不可抗力に

より相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

（不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担） 

第94条  公社が運営権者から前条（不可抗力に基づく通知の付与）第 1 項の通知を受領

した場合又は運営権者が公社から前条（不可抗力に基づく通知の付与）第 1 項の

事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除

き、公社及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要

求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担（費用

が減少した場合には、減少分の調整）について協議しなければならない。 

2  前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更

及び追加費用の負担（費用が減少した場合には、減少分の調整）についての合意

が成立しない場合、公社が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営

権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙

14（法令改正及び不可抗力による費用負担）に記載する負担割合によるものと

し、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属

とする。 

 



 

 

（不可抗力への対応） 

第95条  不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、運営権者は当該

不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとす

る。 

(1) 本契約の全部又は一部が履行不能となったとき。 

(2) 全部又は一部の運営権設定対象施設又は改築業務対象施設への重大な損害

が発生したとき。 

 

（不可抗力による解除） 

第96条  不可抗力の発生により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、公社又は

運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することがで

きる。 

(1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。 

(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。 

 

第 6 節 物価変動 

 

（物価変動に基づく報告及び確認） 

第97条  公社及び運営権者は、事業期間中、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運

営業務に係る費用（本契約締結時点における運営権者の損益計算書上の●16に相

当する費用を意味し、以下「本物価変動対象費用」という。）に関する市場変動

による物価の変動の有無及び割合につき、この条に定める報告及び確認を行うも

のとする。 

2  前項に定める物価の変動の有無及び割合は、日本銀行が公表する消費税を除く

企業向けサービス価格指数（総平均）又はこれに相当する指数に係る確報値のう

ち、本物価変動対象費用に関する物価の指数（以下「本物価指数」という。）を

用いて算出されるものとする。 

3  運営権者は、本契約締結後、本契約の締結日が属する月を対象とする本物価指

数が公表された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報を取得の上、公

社に提出し、公社の確認を受けなければならない。この項に基づく公社の確認後

の当該本物価指数を 100 とみなすものとする（以下「平成 28 年度●月物価指

数」という。）。 

                             
16  募集要項等公表時点の公社の損益計算書上、事業資産管理費のうち道路管理費、並びに一般管理費

のうち一般管理費及び退職給与引当金繰入に相当する費目を意味し、運営権者の損益計算書を踏ま

え挿入する予定である。 



 

 

4  運営権者は、本契約の締結日が属する暦年の翌年以降、毎年、各暦年の 4 月 1

日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間を対象とする本物価指数が公表

された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報（当該対象となる年度に

おける各月の本物価指数及びその前年度における各応当月の本物価指数の比率と

して前年比（％）として示される正又は負の数値（以下「前年比指数」とい

う。）を含む。）を取得するものとする。 

5  運営権者は、前項に基づく当該本物価指数に関する情報の取得後、速やかに、

次に掲げる計算式に従い、正又は負の数値（以下「前年比変化率」という。）を

算出するものとする。 

(1) 本契約の締結日が属する事業年度については、本契約の締結日が属する月

から、翌年の 3 月までの各月における各前年比指数を加算の上、当該月数

で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値 

(2) 本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降各運営権設定対象施設に係

る運営権が終了する日が属する事業年度の前年度までについては、各暦年

の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間の各月における各

前年比指数を加算の上、12 で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は

負の数値 

(3) 各運営権設定対象施設に係る運営権が終了する日が属する事業年度につい

ては、当該年度の 4 月から、当該運営権が終了する日が属する月までの各

月における各前年比指数を加算の上、当該月数で除した後小数点第二位で

四捨五入した正又は負の数値 

6  運営権者は、前項に基づく前年比変化率の算出に加え、速やかに、次に掲げる

計算式に従い、正又は負の数値（以下「本物価変動指数」という。）を算出する

ものとする。 

本物価変動指数 ＝  

前年度物価指数 × (100 ＋ 前年比変化率) 

―――――――――――――――――――― 

100 

 前年度物価指数とは、本契約の締結日が属する事業年度に関しては、平成 28 年

度●月物価指数を意味し、本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降の年度

に関しては、それぞれ上記に定める計算式に従い算出される前年度の本物価変動

指数を意味する。なお、上記に定める計算式に用いられる前年度物価指数は、小

数点第二位で四捨五入した数値を用いるものとする。 

7  運営権者は、前 3 項に定める情報及び数値の取得及び算出後、速やかに公社に

提出し、公社の確認を受けなければならない。 

 



 

 

（物価変動に基づく費用の負担及び帰属） 

第98条  各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5％以内

の上昇又は下落にとどまる場合、当該増加し、又は減少した本物価変動対象費用

については、運営権者の負担又は帰属とする。 

2  各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5％を超

えて上昇した場合、1.5％以内の増加した本物価変動対象費用については、運営

権者の負担、1.5％を超えて増加した本物価変動対象費用については、公社の負

担とし、公社は当該本物価変動対象費用相当額を運営権者に対して支払うものと

する。 

3  各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5％を超

えて下落した場合、1.5％以内の減少した本物価変動対象費用については、運営

権者の帰属、1.5％を超えて減少した本物価変動対象費用については、公社の帰

属とし、運営権者は当該本物価変動対象費用相当額を公社に対して支払うものと

する。 

4  この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う本物価変動

対象費用相当額については、前条（物価変動に基づく報告及び確認）第 7 項に基

づく公社による本物価変動指数確認の直後に到来する【9 月末日】17（同日を含

む。）までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有

している場合には、対当額において相殺することを妨げない。 

 

第 7 節 需要変動 

 

（計画料金収入等） 

第99条  各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務につき、事業期間中、各事業

年度で計画される料金収入（以下「計画料金収入」という。）、当該事業年度で

計画される交通量（以下「計画交通量」という。）及び計画料金収入の算定の基

礎となる計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）は、別紙 5（需要変動及び

競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 1（計画料金収入、計画交通量及び計

画料金表）にそれぞれ規定するとおりとする。 

2  公社及び運営権者は、本契約締結後概ね 10 年ごとを目処に、相手方当事者に対

して計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出ることがで

きる。公社及び運営権者が計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に合意した

                             
17  本物価変動指数確認の直後に到来する運営権対価分割金の支払期限と同日にして調整することを予

定しているが、運営権の存続期間の最終年度分の調整は当該存続期間満了日後に行う予定であるた

め、当該記載としている。需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整についても同じ。 



 

 

場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて本節に基づく需要

変動による調整が行われるものとする。 

3  公社及び運営権者は、第 103 条（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰

属及び負担）及び別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の

第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に基づき予定競合路線又は予定外競

合路線の供用開始日又は無料開放日から 3 年経過後を目処に、相手方当事者に対

して計画料金収入、計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）、計画料金収入

（当初より競合路線考慮）及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出る

ことができる。公社及び運営権者が計画料金収入、計画料金収入（当初より競合

路線考慮無し）、計画料金収入（当初より競合路線考慮）及び計画交通量の内容

の変更に合意した場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて

本節に基づく需要変動による調整が行われるものとするが、次節に基づく競合路

線の新規開設等による調整は行わないものとする。 

 

（需要変動に基づく実績料金収入等） 

第100条  運営権者は、事業期間中、要求水準書、モニタリング基本計画及びモニタリン

グ実施計画書に従い、毎月 10 日までに、公社に対して、前月の運営権設定対象

施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値を報告し、公社の確認を受けなければ

ならない。この条に基づき公社の確認後の料金収入の実績値を、以下「実績料金

収入」、交通量の実績値を、以下「実績交通量」という。 

 

（需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担） 

第101条  各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（別紙 5（需要変動及

び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 5（需要変動に基づく調整と競合路

線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合には、当該調整後の実績

料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年

度の計画料金収入の合計額と比較して、増加し、又は減少した場合、当該増加

し、又は減少した料金収入の帰属又は負担については別紙 5（需要変動及び競合

路線の新規開設等に基づく調整）の第 2（需要変動に基づく調整）に規定すると

おりとする。 

2  この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額

については、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 2

（需要変動に基づく調整）に基づき各金額相当額が算出された日の直後に到来す

る【9 月末日】（同日を含む。）までに支払うものとする。ただし、公社が運営

権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨

げない。 



 

 

 

第 8 節 競合路線の新規開設等 

 

（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等） 

第102条  運営権者は、事業期間中、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づ

く調整）の第 3（競合路線）に規定される各運営権設定対象施設に係る交通量に

影響を与えうる競合路線（以下「予定競合路線」という。）が供用開始又は無料

開放をされた場合には、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に規定す

る報告において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始又は無料開

放により影響を受けた前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各

実績値（インター間別、車種別及び料金別を含む。）を報告し、公社の確認を受

けなければならない。 

2  運営権者は、事業期間中、予定競合路線以外の競合路線の供用開始により各運

営権設定対象施設に係る交通量に大幅な変動があり、料金収入額が減少したと判

断した場合には、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に規定する報告

において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始により影響を受け

た前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値（インター間

別、車種別及び料金別を含む。）を報告し、公社の確認を受けることができる。

当該報告を受けた後、公社が本契約の締結日時点において予見不可能な競合路線

であり、かつ、当該競合路線の供用開始により当該運営権設定対象施設に係る交

通量に大幅な変動があり、当該競合路線の供用開始により料金収入に影響が生じ

たと合理的に認めた場合には、次条（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の

帰属及び負担）第 2 項が適用されるものとする（当該競合路線を以下「予定外競

合路線」という。）。 

 

（競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担） 

第103条  前条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 1 項に基づく公社の

確認後、当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により増加し、又は減少した

料金収入の帰属又は負担については別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等

に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定するとおり

とする。 

2  前条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等）第 2 項に基づく公社の

確認後、当該予定外競合路線の供用開始により減少した料金収入の帰属又は負担

については別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4

（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定するとおりとする。 

3  この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額



 

 

については、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4

（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定される各金額相当額が算出された

日の直後に到来する【9 月末日】（同日を含む。）までに支払うものとする。た

だし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において

相殺することを妨げない。 

 

第 9 節 損害賠償責任 

 

（当事者間の損害賠償責任） 

第104条  本契約に別段の定めがある場合を除き、公社又は運営権者が本契約に定める義

務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生した場合には、相手方当事者

は当該当事者に対して損害賠償を請求することができる。 

2  本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由により運営

権者が本事業の中断又は中止をした場合には、運営権者は公社に対して損害賠償

を請求することができる。 

3  運営権者が本事業の実施に際し、公社の提示条件又は指示を直接の原因として

要求水準書に定める業務水準への不適合又は未達成が生じた場合には、運営権者

は公社に対して損害賠償を請求することができる。ただし、当該指示等が運営権

者の責めに帰すべき事由により行われた場合を除く。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第105条  運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその

状況を公社に報告しなければならない。 

2  運営開始日以降の事由による管理瑕疵又は運営権者の責めに帰すべき事由によ

る事故等を原因として前項の損害が発生した場合には、運営権者は当該第三者に

対して当該損害を賠償しなければならない。 

3  その他の事由による事故等を原因として第 1 項の損害が発生した場合には、本

契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該第三者に対して当該損害を賠償

しなければならない。 

4  公社は、第 2 項の規定により運営権者が支払うべき損害を第三者に対して賠償

した場合、運営権者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営権者

は、公社からの請求を受けた場合には、直ちに支払わなければならない。 

5  前項の場合その他本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合におい

ては、公社及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。 

 



 

 

第 10 章 本契約の終了及び終了に伴う措置 

 

第 1 節 本契約の終了 

 

（事業期間） 

第106条  本契約の事業期間（以下「事業期間」という。）は、本契約に別段の定めがあ

る場合を除き、運営開始日から平成 58 年 3 月 31 日（同日を含む。）又は本契約

の全部が解除された日（同日を含む。）までとする。 

 

（運営権者の事由による本契約の解除） 

第107条  本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次に掲げる事由が発生した場

合、公社は、運営権者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部

を解除することができる。 

(1) PFI 法第 29 条第 1項第 1号に規定する事由が生じたとき。 

(2) 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権

者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（運営権者の取締

役を含む。）によってその申立てがなされたとき。 

(3) 運営権者が本契約に基づいて公社に提出した報告書に重大な虚偽記載を

行ったとき。 

(4) 運営権者が運営権対価等を別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時

金）及び第 3（運営権対価分割金）に定める各支払期日を過ぎても支払わな

いとき（本契約に別段の定めがある場合を除く。）。 

(5) 運営権者がモニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に基づき各

業務（任意事業に係る業務を除く。）に関して業務実施企業の変更後もな

お要求水準を満たしていないと公社が判断したとき。ただし、本号に基づ

き解除される本契約の範囲は、当該判断の対象となった業務に係る部分に

限る。 

(6) 運営権者が愛知県公共工事請負契約約款第 43 条の 3（暴力団等排除に係る

解除）第 1項各号のいずれかに該当するとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、運営権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公社が認めたとき。 

2  前項に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定によ

り聴聞が必要である場合には、前項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものと

する。 

 



 

 

（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除） 

第108条  公社は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供する場合その他の理由に基

づく公益上やむを得ない必要が生じた場合（各運営権設定対象施設の建設等に要

した債務の償還が完了した場合を含む。）又はその他公社が合理的に必要と認め

る場合には、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全

部又は一部を解除することができる。 

2  公社の責めに帰すべき事由により、公社が本契約上の公社の重大な義務に違反

し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、運営権者から 60 日以上

の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわ

らず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能と

なった場合、運営権者は、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契

約の全部又は一部を解除することができる。 

 

（その他の事由による解除・解約） 

第109条  公社又は運営権者は、第 90 条（法令改正による解除）又は第 96 条（不可抗力

による解除）に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

2  公社及び運営権者は、第 68 条（附帯施設の変更及び終了）第 3項に従い、本契

約の一部を合意解約することができる。 

 

第 2 節 本契約の終了に伴う措置 

 

（運営権の取消し） 

第110条  前節に従って本契約の全部又は一部が期限前に解除された場合、PFI 法第 29 条

第 1 項の規定に従い、公社は解除された運営権設定対象施設に係る運営権を取り

消すものとする。 

 

（事業終了時の引継ぎ） 

第111条  運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了（存続期間の満了による終

了を含む。）に際して、要求水準書に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなけれ

ばならない。なお、運営権の終了時点において運営権者が保有している本事業に

係る資産のうち、公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価

にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかった資産

については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。 

2  本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は自らの費用負担において、

当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。 

 



 

 

（運営権設定対象施設の引渡し） 

第112条  運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了（存続期間の満了による終

了を含む。）に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書に適

合した状態で公社に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。 

2  前項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営期間中におい

て既に存在していた瑕疵（法令等上の瑕疵を含む。以下この項において同じ。）

で、要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施していなかったことによる瑕

疵として、当該運営権の終了日から 2 年以内に公社が運営権者に通知した場合に

ついては、運営権者は修補等により生じた費用を負担するものとする。 

3  前項により通知されたものを除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対

象施設につき瑕疵があった場合、運営権者は公社に対して一切責任を負わない。 

 

（違約金等） 

第113条  第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）の規定により本契約が解除さ

れた場合、運営権者は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として公

社の指定する期限までに支払わなければならない。 

(1) 運営権設定対象施設（改築業務対象施設を除く。） 

 解除された運営権設定対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該運営

権設定対象施設に係る運営権対価年額相当額の 10％に相当する金額 

(2) 改築業務対象施設 

 解除された改築業務対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該改築業

務対象施設に係る改築業務対象施設別改築業務費用の 10％に相当する金額 

2  前項の場合において、運営権者は、解除に起因して公社が被った相当因果関係

の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に

基づき支払わなければならない。 

 

（損失補償等） 

第114条  第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）の規定に

より本契約が解除された場合、運営権者は解除に起因して運営権者に生じた費用

の支払及び損失（ただし、運営権者の逸失利益については 2 年分を上限とす

る。）の補償を求めることができる。 

2  第 109 条（その他の事由による解除・解約）第 1 項の規定により本契約が解除

された場合、当該解除までに生じた費用（本事業に係る資産に対する資本的支出

（未償却部分に限る。）を含む。）の分担については、別紙 14（法令改正及び不

可抗力による費用負担）に規定するところによる。ただし、当該解除に起因して

公社又は運営権者に生じた費用、損失又は損害については各自の負担とし、お互



 

 

いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。 

3  第 109 条（その他の事由による解除・解約）第 2 項の規定により本契約が解除

された場合、公社及び運営権者はお互いに合意解約による損害賠償、損失補償又

は費用の請求を行わない。 

 

（改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終了） 

第115条  改築業務対象施設について、第 57 条（公社による完了検査）に基づく公社に

よる完了検査前に第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）の規定により

本契約が解除された場合において、運営権者は、改築業務対象施設事業用地を原

状回復の上公社に返還しなければならない。 

2  前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の

措置を講じないときは、公社は、運営権者に代わり原状回復を行うことができ、

これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、

公社の処分について異議を申し出ることができない。 

3  第 1 項の規定にかかわらず、改築業務対象施設の第 57 条（公社による完了検

査）に基づく公社による完了検査前に本契約が解除された場合において、改築業

務対象施設の出来高部分が存在するときは、公社又は公社の指定する第三者は、

自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の出来高部分を検査し、当

該検査に合格した部分（以下「合格部分」という。）に相応する代金を一括又は

分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得することができる。 

4  改築業務対象施設について、第 57 条（公社による完了検査）に基づく公社によ

る完了検査前に第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解

除）又は第 109 条（その他の事由による解除・解約）各項の規定により本契約が

解除された場合、公社は次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。 

(1) 改築業務対象施設の整備については、本契約の解除にかかわらず存続する

ものとする。 

(2) 公社又は公社の指定する第三者が、自らの責任及び費用負担において、改

築業務対象施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を一括又

は分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得する。 

5  第 3 項及び前項第 2 号の場合、公社又は公社の指定する第三者は、必要と認め

るときは、その理由を運営権者に対して通知し、出来高部分を最小限破壊して検

査することができる。 

6 第 3 項の規定に従い公社又は公社の指定する第三者が合格部分を取得する場合に

おいて、第 41 条（前金払及び中間前金払）の規定による前払金又は中間前払金

があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第 42 条（部分払）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及び中間



 

 

前払金の額を控除した額）を合格部分に相応する代金額から控除する。この場合

において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、運営権

者は、解除が第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）の規定によるとき

にあってはその余剰額（1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り

捨てる｡) に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ

年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 108 条（公

社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除）又は第 109 条（その他の

事由による解除・解約）第 1 項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。 

 

（運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設） 

第116条  本契約の事業期間が終了するまでの間に、運営権の存続期間の満了により当該

運営権が取り消された運営権設定対象施設につき、公社が愛知県と協議の上、本

契約上の当該運営権設定対象施設に係る条件と同様の条件にて愛知県と運営権者

が新たな委託契約を締結することが、当該時点における法令等（愛知県の条例、

規則等を含む。）に反するおそれがないと認めた場合には、公社は、運営権者に

対して愛知県との間で当該法令等に反しない限度で当該委託契約の締結に関する

協議を行うよう求めることができる。かかる場合、運営権者は、愛知県との間で

誠実に協議を行うものとする。 

 

（事業終了後の解散及び債務引受） 

第117条  運営権者は、本契約の事業期間終了時点においてもなお運営権者が本契約に基

づく金銭債務を負担すると公社が合理的に認める場合には、公社の事前の書面に

よる承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはなら

ない。 

2  前項の規定にかかわらず、運営権者は、本契約の事業期間終了後、運営権者が

本契約に基づき負担する金銭債務は第 112 条（運営権設定対象施設の引渡し）第

2 項に基づく費用の支払債務のみであると公社が合理的に認める場合には、60 日

前までに公社に対して通知の上、解散等を行うことができる。かかる場合、公社

は、代表企業に対して当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めること

ができる。 

 

第 11 章 知的財産権 

 

（著作権の帰属等） 

第118条  公社が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情



 

 

報、書類及び図面等（公社が著作権を有しないものを除く。）の著作権等は、公

社に帰属する。 

2  公社は、この章に基づく権利の全部又は一部を、いつでも運営権者の承諾を得

ることなく愛知県に譲渡することができる。 

 

（著作権の利用等） 

第119条  公社は、成果物について、公社の裁量により無償で利用する権利及び権限を有

するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとす

る。 

2  公社の指定する第三者が運営権者が任意事業のために所有していた施設を買い

取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、公社の指定する第三者

も有するものとする。 

3  成果物及び各運営権設定対象施設（ただし、本契約締結時点で建設済みの部分

を除く。以下この章において同じ。）のうち著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定

する著作物に該当するものに係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の

権利（以下「著作者の権利」という。）の帰属は、著作権法の定めるところによ

る。 

4  運営権者は、公社（第 2 項における公社が指定する第三者も含む。）が成果物

及び各運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができ

るようにしなければならず、自ら又は著作者（運営権者を除く。）をして、著作

権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはなら

ない。 

(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対

象施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、

又は公社が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させるこ

と。 

(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

(3) 必要な範囲で、公社又は公社が委託する第三者をして成果物について、複

製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

(4) 各運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現するこ

と。 

(5) 本契約終了後、各運営権設定対象施設を増改築、改築、修繕若しくは模様

替えにより改変し、又は取り壊すこと。 

5  運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為

をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ公社の承諾を得た場合は、こ

の限りではない。 



 

 

(1) 成果物及び各運営権設定対象施設の内容を公表すること。 

(2) 各運営権設定対象施設に運営権者の実名又は変名を表示すること。 

(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

 

（著作権等の譲渡禁止） 

第120条  運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び各運営権設定対象施設に係

る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継

承させてはならない。ただし、公社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。 

 

（第三者の有する著作権の侵害防止） 

第121条  運営権者は、成果物及び各運営権設定対象施設（ただし、運営開始日以降に運

営権者が本契約に基づき修繕等を行った部分に限る。以下この条において同

じ。）が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを公社に対して保証

する。 

2  運営権者は、成果物又は各運営権設定対象施設のいずれかが第三者の有する著

作権を侵害した場合において、当該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、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。 

 

（第三者の知的財産権等の侵害） 

第122条  運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実

用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（以下この条において「知的財産

権等」という。）を侵害しないこと並びに運営権者が公社に対して提供する成果

物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを公社に対して保

証する。 

2  運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は

運営権者が公社に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的

財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有

無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して公社に直接又は間接に生じた全ての

損失、損害及び費用につき、公社に対して補償及び賠償し、又は公社が指示する

必要な措置を講ずる。ただし、運営権者の当該侵害が、公社の特に指定する工事

材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限

りではない。 

 

（知的財産権） 

第123条  運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するとき



 

 

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、公社が当該

技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らな

かったときは、公社は、運営権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。 

 

第 12 章 雑  則 

 

（秘密保持義務） 

第124条  公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約

に関する情報（本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。）を第三者に開示し

てはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならな

い。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であった情報、その取

得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な権利を有す

る第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。 

2  前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契

約に関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公

認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上

の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力

企業若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこ

れらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に

対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件と

して開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終

了にかかわらず、有効に存続する。 

 

（金融機関等との協議） 

第125条  公社は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金

融機関等との間で別紙 15（公社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項

（案））記載の事項に関して協議を行い、当該金融機関等との間で協定書を締結

する。 

 

（遅延利息） 

第126条  公社又は運営権者が、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約等に



 

 

基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日（以下この条におい

て「履行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が完

了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、公社については、政府契約

の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和 24 年大蔵省告示第 991 号）に定める履

行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者については、

国の債権に関する遅延利息の率（昭和 32 年大蔵省告示第 8 号）に定める履行期

日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に支払

わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計

算とする。 

2  公社は、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づいて生じた

運営権者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺すること

ができる。 

 

（契約の変更） 

第127条  本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更するこ

とができない。 

 

（準拠法・管轄裁判所） 

第128条  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとす

る。 

2  第 62 条の 2（あっせん、調停又は仲裁）第 1 項に規定する紛争を除き、本契約

に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 

 

（通知方法・計量単位・期間計算等） 

第129条  本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手

方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権

者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとす

る。 

2  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、要求

水準書、募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除

き、計量法に定めるところによるものとする。 

3  本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、募集要項

等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社

法の定めるところによるものとする。 

4  運営権者が本契約に基づき保管し、又は保存すべき文書の取扱い及び期間につ



 

 

いては、公社の文書管理規程に従うものとする。 

5  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。 

6  本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

（疑義に関する協議） 

第130条  本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に定めのない

事項について定める必要が生じた場合、又は本契約、要求水準書、募集要項等、

運営権者提案書及び設計図書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公

社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。 

 

（以下余白） 

 



 

 

別紙1 定義集 

 

 次に掲げる定義は五十音順である。 

 

(1) 「愛知県公共工事請負契約約款（土木工事用）」とは、愛知県公共工事請負契

約約款（土木工事用）（昭和 48 年 4 月 1 日施行。本契約締結時点における最

終改正平成 27 年 4 月 1日）をいう。 

(2) 「維持管理・運営業務」とは、特措法に定める道路の維持及び修繕に係る維持

業務及び施設点検及び修繕業務、特措法に定める道路の管理に係る交通管理業

務、危機管理対応業務及び運営業務、並びに、引継ぎ業務の総称をいい、その

具体的な業務内容は第 3 章（維持管理・運営業務）、第 111 条（事業終了時の

引継ぎ）、第 112 条（運営権設定対象施設の引渡し）、及び要求水準書＜維持

管理・運営業務編＞にて定めるものをいう。 

(3) 「維持管理・運営業務に係る計画書等」とは、第 10 条（維持管理・運営業務

の実施に係る準備）第 1項に定義される意味をいう。 

(4) 「インセンティブ基準価格」とは、第 38 条（インセンティブフィー）第 1 項

に従い設定される価格をいう。 

(5) 「インセンティブフィー」とは、第 38 条（インセンティブフィー）の規定に

従い算出される金額をいう。 

(6) 「運営開始日」とは、第 24 条（公共施設等運営権の効力発生）第 1 項に定義

される日をいう。 

(7) 「運営開始予定日」とは、平成 28 年 10 月 1 日をいう。 

(8) 「運営権」とは、PFI 法第 2条第 7項に定義される公共施設等運営権をいう。 

(9) 「運営権者」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。 

(10) 「運営権者経費」とは、コンストラクションマネージャーへの建設マネジメン

ト業務の発注・監理に要する費用、第三者による監査の費用並びに公社及びコ

ンストラクションマネージャーとの調整・協議等に要する費用をいう。 

(11) 「運営権者提案書」とは、代表企業及びその他の構成企業が、（第一次）平成

28 年●月●日付け及び（第二次）平成 28 年●月●日付けで提出した本事業の

実施に係る運営権者提案書一式をいう。 

(12) 「運営権設定対象施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公

共施設等）に定義される意味をいう。 

(13) 「運営権対価」とは、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の総称をいう。 

(14) 「運営権対価一時金」とは、別紙 4（運営権対価）の第 2（運営権対価一時

金）に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として運

営開始日前に一括して支払われる金員をいう。 



 

 

(15) 「運営権対価等」とは、第 25 条（運営権対価の支払及び返還）第 1 項に定義

される意味をいう。 

(16) 「運営権対価年額相当額」とは、各運営権設定対象施設に係る運営権対価一時

金、運営権対価分割金及びこれに係る利息につき、各支払期間に応じた年額相

当額として、別紙 4（運営権対価）の第 4（運営権対価年額相当額）に規定さ

れる各金額をいう。 

(17) 「運営権対価分割金」とは、別紙 4（運営権対価）の第 3（運営権対価分割

金）に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として各

支払時期に分割して支払われる金員（元本分を意味する。）をいう。 

(18) 「オープンブック方式」とは、公社がコストプラスマネジメントフィーを運営

権者に支払う過程において、支払金額とその対価の公正さを明らかにするた

め、全てのコストに関する情報を開示し、運営権者が選定する第三者が監査を

行う方式をいう。 

(19) 「会社更生法」とは、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）をいう。 

(20) 「会社法」とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）をいう。 

(21) 「改築業務」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 2（改築業務対象

施設）の表の工事名称の項に記載された新設工事、追加工事、増設工事、防水

工事及び機能向上工事の総称をいい、個別には「各改築業務」という。 

(22) 「改築業務業務計画書」とは、要求水準書＜改築業務編＞において改築業務の

着手時提出資料としてその内容が規定され、モニタリング基本計画において建

設マネジメント業務の書類による確認の方法として提出時期が規定された改築

業務業務計画書をいう。 

(23) 「改築業務対象施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共

施設等）に定義される意味をいう。 

(24) 「改築業務対象施設別改築業務費用」とは、本契約の冒頭第 4（改築業務対象

施設に係る改築業務費用）に定義された意味をいう。 

(25) 「改築業務対象施設別契約」とは、第 34 条（改築業務費用の考え方）第 3 項

に定義された意味をいう。 

(26) 「改築業務対象施設別部分払」とは、第 42 条（部分払）第 1 項に定義された

意味をいう。 

(27) 「改築業務に係る計画書等」とは、第 11 条（改築業務の実施に係る準備）第 1

項に定義される意味をいう。 

(28) 「改築業務費用」とは、第 33 条（改築業務費用の構成）第 1 項に定義された

意味をいう。 

(29) 「完成図書」とは、完成図、施工計画書、施工図、完成写真及び保全に関する

資料をいう。 



 

 

(30) 「完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、議決権付株式に該当

しない株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。

ただし、会社法第 108 条第 1 項第 8 号又は第 9 号に掲げる事項についての定め

がある株式を除く。 

(31) 「監理業務」とは、施工監理業務及び品質管理業務の総称をいう。 

(32) 「議決権付株式」とは、運営権者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有

することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を

有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を

有する株式（これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。）をいう。 

(33) 「衣浦豊田道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設

等）に定義される有料道路をいう。 

(34) 「衣浦トンネル」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設

等）に定義される有料道路をいう。 

(35) 「基本協定書」とは、公社と代表企業及びその他の構成企業との間で平成 28

年●月●日に締結された協定をいう。 

(36) 「休憩所等附帯施設」とは、地方道路公社法第 21 条第 2 項第 3 号に定める施

設をいう。 

(37) 「競合路線」とは、予定競合路線及び予定外競合路線の総称をいう。 

(38) 「行政手続法」とは、行政手続法（平成 5年法律第 88 号）をいう。 

(39) 「業務原価」とは、第 33 条（改築業務費用の構成）第 1 項に定義された意味

をいう。 

(40) 「供用開始日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調

整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線の供用が現実に開始された日

をいう。 

(41) 「供用開始予定日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づ

く調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線に係る供用開始予定日を

いう。 

(42) 「協力企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において

協力企業として記載された会社をいう。 

(43) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。 

(44) 「計画交通量」とは、第 99 条（計画料金収入等）第 1 項に定義される意味を

いう。 

(45) 「計画料金収入」とは、第 99 条（計画料金収入等）第 1 項に定義される意味

をいう。 

(46) 「計画料金収入（当初より競合路線考慮）」とは、別紙 5（需要変動及び競合

路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく調



 

 

整）の 3(1)にて定義される意味をいう。 

(47) 「計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）」とは、別紙 5（需要変動及び

競合路線の新規開設等に基づく調整）の第 4（競合路線の新規開設等に基づく

調整）の 2(1)にて定義される意味をいう。 

(48) 「計量法」とは、計量法（平成 4年法律第 51 号）をいう。 

(49) 「県基準積算」とは、積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）及び調

査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県建設部）に基づく積算

をいい、同基準に記載のない事項については、「土木設計・積算参考資料の改

訂について（最新版 愛知県道路公社理事長通知）」に基づく積算とする。 

(50) 「建設業法」とは、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）をいう。 

(51) 「建設マネジメント業務」とは、要求水準書＜改築業務編＞においてコンスト

ラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。 

(52) 「合格部分」とは、第 115 条（改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終

了）第 3項に定義される意味をいう。 

(53) 「工期」とは、第 55 条（工期の変更）第 1項に定義される意味をいう。 

(54) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）をいう。 

(55) 「工事完了予定日」とは、改築業務対象施設について、別紙 2（各施設及び運

営権の内容）の第 2（改築業務対象施設）の表の工事完了予定日の項に記載さ

れた改築業務対象施設ごとに規定された工事完了予定日をいう。 

(56) 「工事原価」とは、改築業務の施工に必要な積算基準及び歩掛表（最新版 愛

知県建設部）に示す工事価格のうち、直接工事費、共通仮設費及び現場配置技

術者の人件費等（コンストラクションマネージャーの現場配置技術者の人件費

等を含む）をいう。 

(57) 「工事竣工日」とは、第 58 条（改築業務対象施設の工事竣工日）に定義され

る日をいう。 

(58) 「工事竣工予定日」とは、改築業務対象施設別契約において当該改築業務対象

施設の工事が竣工すべき予定日として定める日をいう。 

(59) 「公社」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。 

(60) 「公社取得用地（改築業務対象施設）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内

容）の第 2（改築業務対象施設）に規定された、①武豊北インターチェンジ

（仮称）新設工事、②大府 PA（下り線）（仮称）新設工事、及び③阿久比 PA

（上り線）（仮称）新設工事の実施区域として要求水準書において示す範囲の

用地をいう。 

(61) 「公社取得用地（新設 PA 隣接区域）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内

容）の第 2（改築業務対象施設）に規定された新設のパーキングエリア（改築



 

 

業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比 PA（上り線）（いずれも仮

称）をいう。以下同じ。）のうち、事業区域外の当該新設のパーキングエリア

に隣接する区域において、要求水準書において示す範囲の用地をいう。 

(62) 「公社用地取得支援業務」とは、第 45 条（公社用地取得支援）第 2 項に規定

する意味を有する。 

(63) 「更新」とは、損傷又は劣化した道路を、要求水準書で定められた機能で再整

備することをいう。 

(64) 「構成企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において

構成企業として記載された会社をいう。 

(65) 「構造改革特別区域法」とは、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189

号）をいう。 

(66) 「国土交通省完了検査業務」とは、要求水準書＜改築業務編＞において国土交

通省完了検査として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンスト

ラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。 

(67) 「国土交通省設置法」とは、国土交通省設置法（平成 11 年法律第 100 号）を

いう。 

(68) 「コストプラスマネジメントフィー」とは、改築業務の実施に必要な費用の一

切をいい、業務原価、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び

運営権者の経費から構成される。 

(69) 「猿投グリーンロード」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公

共施設等）に定義される有料道路をいう。 

(70) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において公社及び運営権

者が合意する客観的で公平な方法（直近の帳簿価格による場合、公社及び運営

権者が同意する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合

等）により定められた価格をいう。 

(71) 「事業期間」とは、第 106 条（事業期間）に定義される意味をいう。 

(72) 「事業区域外」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の外側をいう。 

(73) 「事業区域内」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の内側をいう。 

(74) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3月 31 日に終了する 1

年間をいう。ただし、本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来す

る 3 月 31 日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運営開始日

から次に到来する 3月 31 日までの期間をいう。 

(75) 「事前検討業務」とは、第 43 条（事前検討業務の実施）に規定する業務をい

う。 

(76) 「事前調査業務」とは、第 44 条（事前調査業務の実施）第 1 項に定義される

意味をいう。 



 

 

(77) 「実施契約締結後選定協力企業」とは、第 72 条（本事業実施開始後の構成企

業及び協力企業等への委託等）第 1項に定義される意味をいう。 

(78) 「実施体制図等」とは、第 9 条（本事業の実施体制等）第 2 項に定義される意

味をいう。 

(79) 「実績交通量」とは、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に定義さ

れる意味をいう。 

(80) 「実績料金収入」とは、第 100 条（需要変動に基づく実績料金収入等）に定義

される意味をいう。 

(81) 「借地借家法」とは、借地借家法（平成 3年法律第 90 号）をいう。 

(82) 「譲渡対象資産」とは、譲渡対象資産譲受契約に規定される譲渡対象の資産を

いう。 

(83) 「譲渡対象資産譲渡対価」とは、譲渡対象資産譲受契約に規定される譲渡対象

資産に係る対価をいう。 

(84) 「消費税等」とは、本契約の冒頭第 3（公共施設等運営権の概要）に定義され

る意味をいう。 

(85) 「審査会」とは、第 62 条の 2（あっせん、調停又は仲裁）に定義される意味を

いう。 

(86) 「成果物」とは、設計図書、完成図書及びその他運営権者が本契約又は公社の

請求により公社に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。 

(87) 「施工監理業務」とは、改築業務対象施設の施工監理に関する業務をいう。 

(88) 「施工期間」とは、本工事着工日から改築業務対象施設の工事竣工日までをい

う。 

(89) 「施工業務」とは、要求水準書＜改築業務編＞において施工業務として規定さ

れた業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが

行う業務として規定された業務の総称をいう。 

(90) 「施工計画書」とは、総合施工計画書、施工体制台帳その他公社が指定する書

面をいう。 

(91) 「施工時 VE」とは、要求水準書＜改築業務編＞に規定された要求水準を低下さ

せることなく改築業務対象施設のライフサイクルコストを縮減する施工方法及

び工事材料等に関して、インセンティブ基準価格の設定よりも後に公社に対し

て行われた運営権者による提案であって、事前に当該提案内容につき公社の確

認を受けたものをいう。 

(92) 「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をい

う。 

(93) 「設計基準書」とは、第 47 条（改築業務対象施設の設計）第 1 項に定義され

る意味をいう。 



 

 

(94) 「設計業務」とは、改築業務対象施設の設計に関する業務をいう。 

(95) 「設計業務業務計画書」とは、設計業務の概要、実施方針、工程表、業務組織

計画、打ち合わせ計画、使用する主な図書・基準、照査計画及び成果物の内

容・部数等について、第 46 条（設計業務業務計画書の提出）に従い運営権者

が作成し公社に提出した書面をいう。 

(96) 「設計原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県

建設部）の設計業務等積算基準に示す業務価格をいう。 

(97) 「設計図書」とは、建設省告示第 1206 号（昭和 54 年 7 月 10 日）別表第 2 に

よる成果図書をいう。 

(98) 「前年比指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 4 項に定

義される意味をいう。 

(99) 「前年比変化率」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 5 項に

定義される意味をいう。 

(100) 「専門業者」とは、各改築業務に係る測量・調査・設計・施工業務をコンスト

ラクションマネージャーから請け負う者をいう。 

(101) 「専門業者選定入札」とは第 37 条（専門業者の選定）第 1 項に定義された意

味をいう。 

(102) 「総合施工計画書」とは、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般

的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の

大要を定めた、総合的な計画の書面をいう。 

(103) 「測量原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県

建設部）の測量業務積算基準に示す測量業務価格をいう。 

(104) 「測量・調査・設計・施工業務」とは、要求水準書＜改築業務編＞において測

量・調査・設計・施工業務として規定された業務のうち、運営権者が行う業務

及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称

をいう。 

(105) 「損傷」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、突発的に性能・機能が

低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害その他不可抗力によるもの

を除く。 

(106) 「大規模更新」とは、要求水準書に定められていない更新で、国土交通大臣の

許可が必要なものをいう。 

(107) 「代表企業」とは、別紙 6（構成企業及び協力企業並びに業務内容）において

代表企業として記載された会社をいう。 

(108) 「知多横断道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設

等）に定義される有料道路をいう。 

(109) 「知多半島道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設



 

 

等）に定義される有料道路をいう。 

(110) 「知多 4 路線」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設

等）に定義される有料道路をいう。 

(111) 「地方自治法施行令」とは、地方自治法施行令（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16

号）をいう。 

(112) 「地方道路公社法」とは、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）をいう。 

(113) 「中部国際空港連絡道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1

（公共施設等）に定義される有料道路をいう。 

(114) 「調査原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表（最新版 愛知県

建設部）の地質調査積算基準に示す調査業務価格をいう。ただし、用地調査に

ついては用地調査及び物件調査委託業務積算基準（最新版 愛知県建設部）に

示す直接調査費と間接調査費の合計とし、物件調査については用地調査及び物

件調査委託業務積算基準（最新版 愛知県建設部）に示す業務原価と一般管理

費等の合計とする。 

(115) 「著作権法」とは、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）をいう。 

(116) 「著作者の権利」とは、第 119 条（著作権の利用等）第 3 項に定める意味をい

う。 

(117) 「道路法」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）をいう。 

(118) 「特措法」とは、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第 7号）をいう。 

(119) 「名古屋瀬戸道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施

設等）に定義される有料道路をいう。 

(120) 「任意事業」とは、要求水準書及び運営権者提案書に規定する任意事業をい

う。 

(121) 「任意事業協定書」とは、第 13 条（任意事業の実施に係る準備）第 1 項に定

義される意味をいう。 

(122) 「任意事業に係る計画書等」とは、第 13 条（任意事業の実施に係る準備）第 1

項に定義される意味をいう。 

(123) 「売店等」とは、売店、食堂及び自動販売機をいう。 

(124) 「品質管理業務」とは、改築業務対象施設の出来高管理、竣工図書管理、施工

完了確認検査、検査報告その他の品質管理に関する業務をいう。 

(125) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火

災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動、戦争、疫病その他の人為的な現象

（募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に基準の定めがあるものについて

は、当該基準を超えたものに限る。）のうち、公社及び運営権者のいずれの責

めにも帰すことのできないものをいう。 

(126) 「附帯施設」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 3（附帯施設）に



 

 

定義される意味をいう。 

(127) 「附帯施設（既設 PA）」とは、別紙 2（各施設及び運営権の内容）の第 3（附

帯施設）、要求水準書＜総則編＞及び要求水準書＜利便施設等の運営業務編＞

に規定された既設パーキングエリアにおける売店等をいう。 

(128) 「附帯施設（新設 PA 隣接区域）」とは、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に

設置される利便施設等をいう。 

(129) 「平成 28 年度●月物価指数」とは、とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及

び確認）第 3項に定義される意味をいう。 

(130) 「暴力団員等」とは、愛知県公共工事請負契約約款（土木工事用）第 43 条の 3

（暴力団等排除に係る解除）第 1項第 2号に規定する意味を有する。 

(131) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づ

く命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判

断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準（要求水準書

＜総則編＞5（遵守すべき法令等）に掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各

種基準、規格等を含むがこれらに限られない。）をいう。 

(132) 「募集要項等」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した愛知県有料

道路運営等事業 募集要項及びその添付書類・守秘義務対象資料（モニタリン

グ基本計画その他の添付書類・守秘義務対象資料を含むが、愛知県有料道路運

営等事業 基本協定書（案）、愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権

実施契約書（案）、公社が締結している契約・協定等及び要求水準書を除く。

なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。）並び

に質問回答書その他これらに関して公社が発出した書類をいう。 

(133) 「本契約」とは、本契約の冒頭に定義される意味をいう。 

(134) 「本工事」とは、第 51 条（改築業務対象施設の施工）第 1 項に定義される工

事をいう。 

(135) 「本事業」とは、本契約の冒頭第 1（事業名）に定義される意味をいう。 

(136) 「本事業用地」とは、各運営権設定対象施設に係る用地又は箇所をいう。 

(137) 「本物価指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 2 項に定

義される意味をいう。 

(138) 「本物価変動指数」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 6 項

に定義される意味をいう。 

(139) 「本物価変動対象費用」とは、第 97 条（物価変動に基づく報告及び確認）第 1

項に定義される意味をいう。 

(140) 「マネジメントフィー」とは、コンストラクションマネージャーの継続運営等

に必要な費用として、要求水準書＜改築業務編＞に規定する項目を積み上げた

ものをいう。 



 

 

(141) 「南知多道路」とは、本契約の冒頭第 2（対象施設の概要）の 1（公共施設

等）に定義される有料道路をいう。 

(142) 「民事再生法」とは、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）をいう。 

(143) 「民法」とは、民法（明治 29 年法律第 89 号）をいう。 

(144) 「無料開放」とは、有料道路が料金徴収期間を満了し、無料で通行できる状態

をいう。 

(145) 「無料開放日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調

整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線の無料開放が現実に行われた

日をいう。 

(146) 「無料開放予定日」とは、別紙 5（需要変動及び競合路線の新規開設等に基づ

く調整）の第 3（競合路線）に規定する予定競合路線に係る無料開始予定日を

いう。 

(147) 「モニタリング基本計画」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した

愛知県有料道路運営等事業 募集要項の添付書類であるモニタリング基本計画

（その後の修正を含む。）をいう。 

(148) 「要求水準」とは、第 75 条（要求水準を満たす業務の実施）に定義される意

味をいう。 

(149) 「要求水準書」とは、募集要項等に添付された要求水準書（要求水準書が追加

又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。）をいい、要求水準書＜総

則編＞、要求水準書＜統括マネジメント業務編＞、要求水準書＜維持管理・運

営業務編＞、要求水準書＜改築業務編＞及び要求水準書＜利便施設等の運営業

務編＞で構成される。 

(150) 「予定外競合路線」とは、第 102 条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金

収入等）第 2項に定義される意味をいう。 

(151) 「予定競合路線」とは、第 102 条（競合路線の新規開設等に基づく実績料金収

入等）第 1項に定義される意味をいう。 

(152) 「利便施設等」とは、売店等その他利用者の利便向上に資する施設をいう。 

(153) 「利便施設等に係る実施体制等」とは、第 12 条（利便施設等の運営業務の実

施に係る準備）第 1項に定義される意味をいう。 

(154) 「利用者」とは、第 4 条（維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調

整）第 1項に定義される意味をいう。 

(155) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、時間的に性能・機能が

低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害によるものを除く。 

(156) 「CM 契約」とは、第 31 条（コンストラクションマネージャーの配置）第 2 項

に従い、コンストラクションマネージャーが報酬を得て各改築業務を完成させ

ることを目的として、運営権者を委託者としコンストラクションマネージャー



 

 

を受託者として締結された契約をいい、建設業法第 24 条の規定により請負契

約とみなされる契約をいう。 

(157) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成 11 年法律第 117 号）をいう。 

  



 

 

別紙2 各施設及び運営権の内容 

 

第 1 運営権設定対象施設 

 

1 概要 

 

 運営権設定対象施設に係る路線名（有料道路名）、管理の区間及び延長、料金徴収

期間等の概要は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書＜総則編＞に規定される。 

 

路線名 

（有料道路名） 

管理の区間及び延長 料金徴収期間 備考 

県道半田南知多公園線 

（南知多道路） 

起点：半田市彦洲町 2丁目 

終点：南知多町大字豊丘字

駒帰 

延長：19.6 キロ 

開始日：昭和 45 年

3 月 1日 

終了日：平成 58 年

3 月 31 日 

武豊 PA 及

び美浜 PA

を含む。 

県道名古屋半田線 

（知多半島道路） 

起点：名古屋市緑区大高町 

終点：半田市彦洲町 2丁目 

延長：20.9 キロ 

開始日：昭和 45 年

7 月 15 日 

終了日：平成 58 年

3 月 31 日 

大府 PA 及

び 阿 久 比

PA を 含

む。 

県道碧南半田常滑線及

び県道中部国際空港線 

（知多横断道路） 

起点：半田市平和町 4 丁目

終点：常滑市字小森 

起点：常滑市りんくう町 2

丁目 

終点：常滑市錦町 1丁目 

延長：8.5 キロ 

開始日：昭和 56 年

4 月 1日 

終了日：平成 58 年

3 月 31 日 

 

県道中部国際空港線 

（中部国際空港連絡道

路） 

起点：常滑市セントレア 3

丁目 

終点：常滑市りんくう町 2

丁目 

延長：2.1 キロ 

開始日：平成 17 年

1 月 30 日 

終了日：平成 58 年

3 月 31 日 

 

県 道 力 石 名 古 屋 線 

（猿投グリーンロー

ド） 

起点：豊田市力石町 

終点：豊田市八草町 

延長：13.1 キロ 

開始日：昭和 47 年

4 月 1日 

終了日：平成 41 年

6 月 22 日 

西広瀬 PA

を含む。 

県道碧南半田常滑線 

（衣浦トンネル） 

起点：碧南市港本町 

終点：半田市 11 号地 

延長：1.7 キロ 

開始日：昭和 48 年

8 月 1日 

終了日：平成 41 年

11 月 29 日 

 



 

 

路線名 

（有料道路名） 

管理の区間及び延長 料金徴収期間 備考 

一 般 国 道 4 1 9 号 

（衣浦豊田道路） 

起点：豊田市生駒町 

終点：知立市新林町 

延長：4.3 キロ 

開始日：平成 16 年

3 月 6日 

終了日：平成 46 年

3 月 5日 

 

県道日進瀬戸線 

（名古屋瀬戸道路） 

起点：日進市岩崎町 

終点：長久手市岩作床寒 

延長：2.3 キロ 

開始日：平成 16 年

11 月 27 日 

終了日：平成 56 年

11 月 26 日 

 

※備考欄記載の各 PA に関しては、休憩所等附帯施設のうち、売店等を除く。 

※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比

PA（上り線）の名称は仮称。 

 

2 運営権 

 

 運営権設定対象施設に係る運営権の単位及び存続期間の満了日は次に掲げるとお

り。 

 

運営権設定対象施設 運営権の単位 運営権の存続期間の満了日 

南知多道路 

知多 4路線 一 平成 58 年 3 月 31 日 
知多半島道路 

知多横断道路 

中部国際空港連絡道路 

猿投グリーンロード 一 平成 41 年 6 月 22 日 

衣浦トンネル 一 平成 41 年 11 月 29 日 

衣浦豊田道路 一 平成 46 年 3 月 5日 

名古屋瀬戸道路 一 平成 56 年 11 月 26 日 

 

第 2 改築業務対象施設 

 

 改築業務対象施設に係る改築業務の工事名称、工事完了予定日、工事場所、数量及

び改築業務費用は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書＜総則編＞及び要求水準書

＜改築業務編＞に規定される。 

 



 

 

工事名称 

工事完了予定日 
工事場所 数量 改築業務費用 

武豊北インターチェンジ（仮称）新設工事 

平成 33 年 3 月 31 日 
南知多道路 1 箇所 5,893,472 千円 

りんくうインターチェンジ出口追加工事 

平成 32 年 3 月 31 日 
知多横断道路 1 箇所 2,546,475 千円 

大府 PA（下り線）（仮称）新設工事 

平成 34 年 3 月 31 日 
知多半島道路 1 箇所 1,416,413 千円 

阿久比 PA（上り線）（仮称）新設工事 

平成 34 年 3 月 31 日 
知多半島道路 1 箇所 1,984,936 千円 

ETC レーン増設工事 

平成 30 年 3 月 31 日 

南知多道路 4 箇所 

536,252 千円 知多半島道路 1 箇所 

知多横断道路 1 箇所 

橋梁床版防水工事 

平成 38 年 3 月 31 日 

南知多道路 34 橋 

881,330 千円 

知多半島道路 46 橋 

道路情報板等の機能

向上工事 

平成 32 年 3 月 31 日 

道路情報板 

南知多道路 18 基 

1,669,720 千円 

知多半島道路 38 基 

知多横断道路 13 基 

中部国際空港 

連絡道路 
7 基 

可変式速度規制標識 知多半島道路 40 基 

ITV カメラ 

南知多道路 6 台 

知多半島道路 11 台 

知多横断道路 10 台 

中部国際空港 

連絡道路 
6 台 

改築業務費用の合計額 14,928,600 千円 

 



 

 

第 3 附帯施設 

 

 附帯施設（既設 PA）及び附帯施設（新設 PA 隣接区域）に係る場所及び関連休憩所

等附帯施設名は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書＜総則編＞、要求水準書＜利

便施設等の運営業務編＞【及び運営権者提案書】に規定される。 

 

区分 場所 関連休憩所等附帯施設名 

附帯施設（既設 PA） 

知多半島道路（上り） 大府 PA 

知多半島道路（下り） 阿久比 PA 

南知多道路（上り） 武豊 PA 

南知多道路（下り） 美浜 PA 

猿投グリーンロード（上り） 西広瀬 PA 

猿投グリーンロード（下り） 西広瀬 PA 

附帯施設（新設 PA 隣接

区域） 

知多半島道路（上り） 阿久比 PA に隣接する区域 

知多半島道路（下り） 大府 PA に隣接する区域 

※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA（下り線）及び阿久比

PA（上り線）の名称は仮称。 

 

 



 

 

別紙3 利用料金の設定方法18 

 

 

  

                             
18  本別紙は、運営権者提案書の内容を踏まえ、利用料金の当初設定方法や変更・公表の方法（手続

等）が記載される予定である。なお、リスク分担表 No.6「改築事業以外における消費税及び地方消

費税に係る税率変更」の備考欄記載のとおり、消費税率が変更される場合に当該税額相当分だけ利

用料金を変更する旨本別紙に記載することができるが、料金設定上、当該税額相当分の全額を利用

者に転嫁できず、端数を運営権者にて負担する可能性がある点に留意すること。 



 

 

別紙4 運営権対価 

 

第 1 運営権対価の内訳 

 

運営権設定対象施設 運営権対価 
運営権対価 

一時金 

運営権対価分割金 

元本分 利息分 

知多 4路線 ●円 ●円 ●円 ●円 

猿投グリーンロード ●円 ●円 ●円 ●円 

衣浦トンネル ●円 ●円 ●円 ●円 

衣浦豊田道路 ●円 ●円 ●円 ●円 

名古屋瀬戸道路 ●円 ●円 ●円 ●円 

合計 ●円 ●円 ●円 ●円 

※いずれの金額も消費税等を含まない。 

※運営権対価分割金の利息部分は、年【1.18】％にて算出された金額をいう。 

※時期を問わず、各支払後に金利の水準が変化した場合でも、各支払額の変更は行わ

ない。 

 

第 2 運営権対価一時金 

 

支払額： 合計●円（消費税等別） 

（内訳） 

運営権設定対象施設 運営権対価一時金（消費税等別） 

知多 4路線 ●円 

猿投グリーンロード ●円 

衣浦トンネル ●円 

衣浦豊田道路 ●円 

名古屋瀬戸道路 ●円 

 

支払期限： いずれも平成 28 年●月●日19 

 

支払手続： 上記支払金額及びこれに係る消費税等を、上記支払期限までに、公社

が別途指定する銀行口座に支払う。なお、当該支払に係る手数料は運

営権者の負担とする。 

 

                             
19  運営権対価一時金の支払は、運営開始予定日の前日である平成 28 年 9 月 30 日までに行うことを予

定している。 



 

 

第 3 運営権対価分割金 

 

1 知多 4路線 

 

支払回数 支払期限 
運営権対価分割金（消費税等別） 

元本分 利息分 

1 平成●年●月●日20 ●円 ●円 

2 平成●年●月●日 ●円 ●円 

    

    

    

合計  ●円 ●円 

 

2 猿投グリーンロード 

 

支払回数 支払期限 
運営権対価分割金（消費税等別） 

元本分 利息分 

1 平成●年●月●日 ●円 ●円 

2 平成●年●月●日 ●円 ●円 

    

    

    

合計  ●円 ●円 

 

                             
20  各運営権対価分割金及びこれに係る利息の支払は、年 2 回で各 3 月及び 9 月末日を予定している。

なお、当該利息は、運営開始日（平成 28 年 10 月 1 日を予定している。同日を含む。）から、各運

営権の存続期間の満了日（同日を含む。）又は（当該満了日が 3 月・9 月末日でない場合には）そ

の直後に到来する 3 月・9 月の末日（同日を含む。）まで発生し、年 365 日の日割計算で算出さ

れ、該当する半期ごとに後払いで支払う。また、支払日が土日祝日の場合には前営業日とする。 



 

 

3 衣浦トンネル 

 

支払回数 支払期限 
運営権対価分割金（消費税等別） 

元本分 利息分 

1 平成●年●月●日 ●円 ●円 

2 平成●年●月●日 ●円 ●円 

    

    

    

合計  ●円 ●円 

 

4 衣浦豊田道路 

 

支払回数 支払期限 
運営権対価分割金（消費税等別） 

元本分 利息分 

1 平成●年●月●日 ●円 ●円 

2 平成●年●月●日 ●円 ●円 

    

    

    

合計  ●円 ●円 

 

5 名古屋瀬戸道路 

 

支払回数 支払期限 
運営権対価分割金（消費税等別） 

元本分 利息分 

1 平成●年●月●日 ●円 ●円 

2 平成●年●月●日 ●円 ●円 

    

    

    

合計  ●円 ●円 

 

6 支払手続 

 

上記各支払金額を、上記各支払期限までに、公社が別途指定する銀行口座に支払



 

 

う。なお、当該各支払に係る手数料は運営権者の負担とする。 

 

第 4 運営権対価年額相当額 

 

運営権設定対象施設 運営権対価年額相当額21 

知多 4路線 ●円 

猿投グリーンロード ●円 

衣浦トンネル ●円 

衣浦豊田道路 ●円 

名古屋瀬戸道路 ●円 

 

  

                             
21  各運営権設定対象施設における運営権対価一時金、運営権対価分割金及びこれに係る利息の合計額

（消費税等を除く。）を、運営開始日が属する月から各運営権に関する運営権対価分割金及びこれ

に係る利息の最終支払日が属する月までの期間で除した後、12 ヶ月で乗じた金額として算出される

予定である。 



 

 

別紙5 需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整 

 

第 1 計画料金収入、計画交通量及び計画料金表 

 

1 知多 4路線の計画料金収入22及び計画交通量23 

 

年度 計画料金収入合計 計画交通量合計 

28 ●円 ●台 

   

   

 

2 猿投グリーンロードの計画料金収入及び計画交通量 

 

年度 計画料金収入合計 計画交通量合計 

28 ●円 ●台 

   

   

 

3 衣浦トンネルの計画料金収入及び計画交通量 

 

年度 計画料金収入合計 計画交通量合計 

28 ●円 ●台 

   

   

 

                             
22  以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2－1（収入予

測資料）における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「料金収入集計表」に示す各年度の

合計額が挿入される予定である。 

23  以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2－1（収入予

測資料）における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「車種別・年度別交通量」に示す各

年度の合計台数が挿入される予定である。 



 

 

4 衣浦豊田道路の計画料金収入及び計画交通量 

 

年度 計画料金収入合計 計画交通量合計 

28 ●円 ●台 

   

   

 

5 名古屋瀬戸道路の計画料金収入及び計画交通量 

 

年度 計画料金収入合計 計画交通量合計 

28 ●円 ●台 

   

   

 

6 計画料金表24 

 

(1) 知多 4路線 

 

ア 軽自動車等 

 

イ 普通自動車 

 

ウ 中型車 

 

エ 大型車 

 

オ 特大車 

 

                             
24  以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2－1（収入予

測資料）における「愛知県道路公社有料道路料金表 その 1（知多半島道路・南知多道路・知多横

断道路・中部国際空港連絡道路）」及び「愛知県道路公社有料道路料金表 その 2（猿投グリーン

ロード・衣浦トンネル・衣浦豊田道路・名古屋瀬戸道路）」に示す内容が挿入される予定である。 



 

 

(2) 猿投グリーンロード 

（通行 1 回当り 単位 円） 

車種区分 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等 

全線（力石～八草）       

一部線 力石～中山       

中山～八草       

 

(3) 衣浦トンネル 

（通行 1 回当り 単位 円） 

車種区分 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等 

全線（力石～八草）       

 

(4) 衣浦豊田道路 

（通行 1 回当り 単位 円） 

車種区分 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等 

全線（生駒～新林）       

一部線 生駒～牛田       

牛田～新林       

 

(5) 名古屋瀬戸道路 

（通行 1 回当り 単位 円） 

車種区分 普通車 中型車 大型車 特大車 軽自動車等 軽車両等 

全線（力石～八草）       

一部線 力石～中山       

中山～八草       

 

(6) 計画料金表上の割引 

 

ア 割引 

 

イ ETC 割引 

 

(7) 車種区分 

 



 

 

第 2 需要変動に基づく調整 

 

1 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5（需要変動

に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合に

は、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対

象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0％以内の増加

又は減少にとどまる場合 

 

 当該増加又は減少した料金収入相当額は、運営権者の帰属又は負担とする。 

 

2 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5（需要変動

に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合に

は、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対

象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0％を超えて増

加した場合 

 

 6.0％以内の増加した料金収入相当額については、運営権者の帰属、6.0％を超

えて増加した料金収入相当額については、公社の帰属とし、運営権者は当該料金

収入相当額を公社に対して支払うものとする。 

 

3 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5（需要変動

に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合に

は、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額が、当該各運営権設定対

象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0％を超えて減

少した場合 

 

 6.0％以内の減少した料金収入相当額については、運営権者の負担、6.0％を超

えて減少した料金収入相当額については、公社の負担とし、公社は当該減少した

料金収入相当額を運営権者に対して支払うものとする。 

 

4 運営権者による利用料金割引に基づく調整 

 

(1) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1（計画料金収入、計画交通量及び計画料金

表）に示す計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）と比較して割引した利用

料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合 

ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその

計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合 



 

 

イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5

（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適

用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額がそ

の計画料金収入の合計額と比較して増加した場合 

 

 本別紙第 2（需要変動に基づく調整）の 1又は 2に従うものとする。 

 

(2) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1（計画料金収入、計画交通量及び計画料金

表）に示す計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）と比較して割引した利用

料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合 

ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその

計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合 

イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5

（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適

用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額がそ

の計画料金収入の合計額と比較して減少した場合 

 

 本別紙第 2（需要変動に基づく調整）は適用されず、当該減少した料金収入相

当額は、運営権者の負担とする。 

 

(3) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1（計画料金収入、計画交通量及び計画料金

表）に示す計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）と比較して割引した利用

料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合 

ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその

計画交通量の合計利用台数と比較して減少した場合 

イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5

（需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適

用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。）の合計額がそ

の計画料金収入の合計額と比較して減少した場合 

 

 本別紙第 2（需要変動に基づく調整）の 1 又は 3 における各運営権設定対象施

設に係る各事業年度の実績料金収入（本別紙第 5（需要変動に基づく調整と競合

路線の新規開設等に基づく調整の関係）が適用される場合には、当該調整後の実

績料金収入を意味する。）の合計額を、当該各運営権設定対象施設に係る各事業

年度の実績交通量の各利用台数に対して、本別紙第 1（計画料金収入、計画交通

量及び計画料金表）に示す計画料金表（計画料金表上の割引を含む。）上の各利

用料金を乗じて算出される金額とみなし、当該算出された金額をもって、本別紙



 

 

第 2（需要変動に基づく調整）の 1又は 3に従うものとする。 

 

第 3 競合路線25 

 

 予定競合路線の概要は、大要、次に掲げるとおりとする。 

 

1 知多 4路線 

 

路線名 管理の区間及び延長 供用開始予定日／ 

無料開放予定日 

 起点： 

終点： 

延長： 

 

 

2 猿投グリーンロード 

 

路線名 管理の区間及び延長 供用開始予定日 

 起点： 

終点： 

延長： 

 

 

3 衣浦トンネル 

 

 なし。 

 

4 衣浦豊田道路 

 

路線名 管理の区間及び延長 供用開始予定日 

 起点： 

終点： 

延長： 

 

 

                             
25  以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2（将来の収入及び支出の予測）の資料 2－1（将来の

収入の予測（前提条件））の 2.（各路線における交通量推計・料金収入の考え方）に示す内容が挿

入される予定である。なお、供用開始予定日又は無料開放予定日は、競争的対話の段階などにおい

て示す予定である（上記資料中に示す事業年度の 4月 1日には限らない。）。 



 

 

5 名古屋瀬戸道路 

 

路線名 管理の区間及び延長 供用開始予定日 

 起点： 

終点： 

延長： 

 

 

第 4 競合路線の新規開設等に基づく調整 

 

1 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日において供用開始又は

無料開放された場合 

 

(1) 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の

各減少額及び各増加額の算定方法26 

 

① 計画料金収入における予定競合路線による減少額又は増加額（以下「α1」とい

う。） 

 

 「α1」 ＝ 「A1」と「B1」の差額 

 

 「A1」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、各予定競合路線の

供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の前年度を終了年度とする 3 年間の

計画料金収入額の平均額を意味する。 

 「B1」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、各予定競合路線の

供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間の

計画料金収入額の平均額を意味する。 

 

② 実績料金収入における予定競合路線による減少額又は増加額（以下「β1」とい

う。） 

 

 「β1」 ＝ 「X1」と「Y1」の差額 

 

 「X1」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、各予定競合路線の

供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の前年度を終了年度とする 3 年間の

                             
26  以下、計画料金収入上は減収かつ実績料金収入上も減収のみならず、計画料金収入上は増収かつ実

績料金収入上も増収、計画料金収入上は減収かつ実績料金収入上は増収、計画料金収入上は増収か

つ実績料金収入上は減収の事例もあることを明記している。 



 

 

実績料金収入額の平均額を意味する。 

 「Y1」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、各予定競合路線の

供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間の

実績料金収入額の平均額を意味する。 

 

(2) 計画料金収入における予定競合路線による減少額が、実績料金収入における予定

競合路線による減少額よりも大きい場合、計画料金収入における予定競合路線に

よる増加額が、実績料金収入における予定競合路線による増加額よりも小さい場

合、又は、計画料金収入において予定競合路線による減少が見込まれていたにも

かかわらず、実績料金収入が増加した場合 

 

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収を免れた金額相当額又は増

収相当額については、公社の帰属とする。 

 

② 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事業年

度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を公社に対

して支払うものとする。 

ア 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた金額

相当額又は増収相当額として、「α1」と「β1」の差額又は「α1」と「β

1」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了

日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算

して算出される金額 

イ 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする

3 年間において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、「α1」と

「β1」の差額又は「α1」と「β1」の合計額に 3を乗じて算出される金額 

 

③ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各

事業年度において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、それぞれ翌事

業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α1」と「β1」の差額相当額

又は「α1」と「β1」の合計額を公社に対して支払うものとする。 

 

(3) 計画料金収入における予定競合路線による減少額が、実績料金収入における予定

競合路線による減少額よりも小さい場合、計画料金収入における予定競合路線に

よる増加額が、実績料金収入における予定競合路線による増加額よりも大きい場

合、又は、計画料金収入において予定競合路線による増加が見込まれていたにも

かかわらず、実績料金収入が減少した場合 

 



 

 

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額又は増収を逸した金

額相当額については、公社の負担とする。 

 

② 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事業年度の

【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対

して支払うものとする。 

ア 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度における減収相当額又は増

収を逸した金額相当額として、「α1」と「β1」の差額又は「α1」と「β

1」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了

日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算

して算出される金額 

イ 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする

3 年間における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、「α1」と

「β1」の差額又は「α1」と「β1」の合計額に 3を乗じて算出される金額 

 

③ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各該事

業年度における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、それぞれ翌事業

年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α1」と「β1」の差額相当額又

は「α1」と「β1」の合計額を運営権者に対して支払うものとする。 

 

2 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日の翌日以降において供

用開始又は無料開放された場合 

 

(1) 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮しない計画料金収入（以下「計画

料金収入（当初より競合路線考慮無し）」という。）27 

（単位：千円） 

年度 

知多 4路線 猿投グリーンロード 衣浦豊田道路 名古屋瀬戸道路 

計 計 計 計 

28     

     

     

 

(2) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日から供用開始日又は無料開

                             
27  運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮しない計画料金収入の詳細は、競争的対話の段階な

どにおいて示す予定である。 



 

 

放日までの期間 

 

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収を免れた金額相当額につい

ては、公社の帰属、当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による増収を逸し

た金額相当額については、公社の負担とする。 

 

② 運営権者は、各事業年度において減収を免れた金額相当額として、公社は、各事

業年度における増収を逸した金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9 月末

日】（同日を含む。）までに、当該事業年度における、当該運営権設定対象施設

に係る計画料金収入と、当該運営権設定対象施設に係る計画料金収入（当初より

競合路線考慮無し）との差額相当額を、公社又は運営権者に対して支払うものと

する。ただし、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度におい

て減収を免れた金額相当額又は増収を逸した金額相当額については、上記差額相

当額に対して当該供用開始予定日又は無料開放予定日から当該事業年度終了日ま

での日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出

される金額とする。また、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度にお

いて減収を免れた金額相当額又は増収を逸した金額相当額については、上記差額

相当額に対して当該事業年度開始日から当該供用開始日又は無料開放日までの日

数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される

金額とする。 

 

(3) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日以降 

 

① 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入（当初より競合路線

考慮無し）及び実績料金収入の各減少額及び各増加額の算定方法 

 

ア 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減

少額又は増加額（以下「α2」という。） 

 

 「α2」 ＝ 「A2」と「B2」の差額 

 

 「A2」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入（当初より競合路線考慮

無し）における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業

年度の前年度を終了年度とする 3 年間の計画料金収入額の平均額を意味す

る。 

 「B2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）①

に規定される「B1」と同じ。 



 

 

 

イ 実績料金収入における予定競合路線による減少額又は増加額（以下「β2」

という。） 

 

 「β2」 ＝ 「X2」と「Y2」の差額 

 

 「X2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）②

に規定される「X1」と同じ。 

 「Y2」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）②

に規定される「Y1」と同じ。 

 

② 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減少額

が、実績料金収入における予定競合路線による減少額よりも大きい場合、計画料

金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による増加額が、実

績料金収入における予定競合路線による増加額よりも小さい場合、又は、計画料

金収入（当初より競合路線考慮無し）において予定競合路線による減少が見込ま

れていたにもかかわらず、実績料金収入が増加した場合 

 

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収を免れた金額相当額又

は増収相当額については、公社の帰属とする。 

 

イ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事

業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を

公社に対して支払うものとする。 

(ア) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた

金額相当額又は増収相当額として、「α2」と「β2」の差額又は「α

2」と「β2」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該

事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366

日）にて日割計算して算出される金額 

(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度と

する 3 年間において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、

「α2」と「β2」の差額又は「α2」と「β2」の合計額に 3 を乗じて算

出される金額 

 

ウ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以

降、各該事業年度において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、

それぞれ翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α2」と「β



 

 

2」の差額相当額又は「α2」と「β2」の合計額を公社に対して支払うもの

とする。 

 

③ 計画料金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による減少額

が、実績料金収入における予定競合路線による減少額よりも小さい場合、計画料

金収入（当初より競合路線考慮無し）における予定競合路線による増加額が、実

績料金収入における予定競合路線による増加額よりも大きい場合、又は、計画料

金収入（当初より競合路線考慮無し）において予定競合路線による増加が見込ま

れていたにもかかわらず、実績料金収入が減少した場合 

 

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額又は増収を逸し

た金額相当額については、公社の負担とする。 

 

イ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事業年

度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営

権者に対して支払うものとする。 

(ア) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度における減収相当額又

は増収を逸した金額相当額として、「α2」と「β2」の差額又は「α

2」と「β2」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該

事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366

日）にて日割計算して算出される金額 

(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度と

する 3 年間における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、

「α2」と「β2」の差額又は「α2」と「β2」の合計額に 3 を乗じて算

出される金額 

 

ウ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各

事業年度における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、それぞれ

翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α2」と「β2」の差

額相当額又は「α2」と「β2」の合計額を運営権者に対して支払うものとす

る。 

 



 

 

3 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも前に供用開始又

は無料開放された場合 

 

(1) 運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮した計画料金収入（以下「計画料

金収入（当初より競合路線考慮）」という。）28 

（単位：千円） 

年度 

知多 4路線 猿投グリーンロード 衣浦豊田道路 名古屋瀬戸道路 

計 計 計 計 

28     

     

     

 

(2) 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも前に供用開始又

は無料開放されたことによる計画料金収入上の調整29 

 

① 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収を免れた金額相当額につい

ては、公社の帰属、当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による増収を逸し

た金額相当額については、公社の負担とする。 

 

② 運営権者は、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日から供用開始予定日又

は無料開放予定日までの各事業年度において減収を免れた金額相当額として、公

社は、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日から供用開始予定日又は無料

開放予定日までの各事業年度における増収を逸した金額相当額として、それぞれ

翌事業年度の【9 月末日】までに、当該事業年度における、当該運営権設定対象

施設に係る計画料金収入（当初より競合路線考慮）と、当該運営権設定対象施設

に係る計画料金収入との差額相当額を、公社又は運営権者に対して支払うものと

する。ただし、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を

免れた金額相当額又は増収を逸した金額相当額については、上記差額相当額に対

して当該供用開始日又は無料開放日から当該事業年度終了日までの日数を年 365

日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される金額とす

                             
28  運営開始予定日から予定競合路線の影響を考慮した計画料金収入の詳細は、競争的対話の段階など

において示す予定である。 

29  以下、各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも前に供用開始又は無料開放

された場合において、供用開始日又は無料開放日と供用開始予定日又は無料開放予定日の間の調整

方法として、計画料金収入上の調整のみならず、計画料金収入及び実績料金収入の減少額又は増加

額の差異による調整を行うことを明記している。 



 

 

る。また、当該供用開始予定日又は無料開放予定日の属する事業年度について

は、上記差額相当額に対して当該事業年度開始日から当該供用開始予定日又は無

料開放予定日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366 日）にて日

割計算して算出される金額とする。 

 

(3) 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の

減少額又は増加額の差異による調整 

 

① 各予定競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の

各減少額及び各増加額の算定方法 

 

ア 計画料金収入における予定競合路線による減少額又は増加額（以下「α3」

という。） 

 

 「α3」 ＝ 「A3」と「B3」の差額 

 

 「A3」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）①

に規定される「A1」と同じ。 

 「B3」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入（当初より競合路線考

慮）における、各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年

度の翌年度を開始年度とする 3年間の計画料金収入額の平均額を意味する。 

 

イ 実績料金収入における予定競合路線による減少額又は増加額（以下「β3」

という。） 

 

 「β3」 ＝ 「X3」と「Y3」の差額 

 

 「X3」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）②

に規定される「X1」と同じ。 

 「Y3」は、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（1）②

に規定される「Y1」と同じ。 

 

② 計画料金収入における予定競合路線による減少額が、実績料金収入における予定

競合路線による減少額よりも大きい場合、計画料金収入における予定競合路線に

よる増加額が、実績料金収入における予定競合路線による増加額よりも小さい場

合、又は、計画料金収入において予定競合路線による減少が見込まれていたにも

かかわらず、実績料金収入が増加した場合 



 

 

 

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収を免れた金額相当額又

は増収相当額については、公社の帰属とする。 

 

イ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事

業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を

公社に対して支払うものとする。 

(ア) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度において減収を免れた

金額相当額又は増収相当額として、「α3」と「β3」の差額又は「α

3」と「β3」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該

事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366

日）にて日割計算して算出される金額 

(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度と

する 3 年間において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、

「α3」と「β3」の差額又は「α3」と「β3」の合計額に 3 を乗じて算

出される金額 

 

ウ 運営権者は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以

降、各事業年度において減収を免れた金額相当額又は増収相当額として、そ

れぞれ翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α3」と「β

3」の差額相当額又は「α3」と「β3」の合計額を公社に対して支払うもの

とする。 

 

③ 計画料金収入における予定競合路線による減少額が、実績料金収入における予定

競合路線による減少額よりも小さい場合、計画料金収入における予定競合路線に

よる増加額が、実績料金収入における予定競合路線による増加額よりも大きい場

合、又は、計画料金収入において予定競合路線による増加が見込まれていたにも

かかわらず、実績料金収入が減少した場合 

 

ア 当該予定競合路線の供用開始又は無料開放による減収相当額又は増収を逸し

た金額相当額については、公社の負担とする。 

 

イ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年後の事業年

度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営

権者に対して支払うものとする。 

(ア) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度における減収相当額又

は増収を逸した金額相当額として、「α3」と「β3」の差額又は「α



 

 

3」と「β3」の合計額に対して当該供用開始日又は無料開放日から当該

事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただし、閏年においては年 366

日）にて日割計算して算出される金額 

(イ) 当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開始年度と

する 3 年間における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、

「α3」と「β3」の差額又は「α3」と「β3」の合計額に 3 を乗じて算

出される金額 

 

ウ 公社は、当該供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の 4 年目以降、各

事業年度における減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、それぞれ

翌事業年度の【9 月末日】（同日を含む。）までに、「α3」と「β3」の差

額相当額又は「α3」と「β3」の合計額を運営権者に対して支払うものとす

る。 

 

4 予定外競合路線が供用開始された場合 

 

(1) 計画料金収入における減少額又は増加額（以下「α4」という。） 

 

 「α4」 ＝ 「A4」と「B4」の差額 

 

 「A4」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、予定外競合路線の

供用開始日の属する事業年度の前年度を終了年度とする 3 年間の計画料金収入額

の平均額を意味する。 

 「B4」は、各運営権設定対象施設の計画料金収入における、予定外競合路線の

供用開始日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間の計画料金収入額

の平均額を意味する。 

 

(2) 実績料金収入における予定外競合路線による減少額又は増加額（以下「β4」と

いう。） 

 

 「β4」 ＝ 「X4」と「Y4」の差額 

 

 「X4」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、予定外競合路線の

供用開始日の属する事業年度の前年度を終了年度とする 3 年間の実績料金収入額

の平均額を意味する。 

 「Y4」は、各運営権設定対象施設の実績料金収入における、予定外競合路線の

供用開始日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間の実績料金収入額



 

 

の平均額を意味する。 

 

(3) 計画料金収入における減少額が、実績料金収入における予定外競合路線による減

少額よりも大きい場合、計画料金収入における増加額が、実績料金収入における

予定外競合路線による増加額よりも小さい場合、又は、計画料金収入において減

少が見込まれていたにもかかわらず、実績料金収入が増加した場合 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に基づく調整は行わない。 

 

(4) 計画料金収入における減少額が、実績料金収入における予定外競合路線による減

少額よりも小さい場合、計画料金収入における増加額が、実績料金収入における

予定外競合路線による増加額よりも大きい場合、又は、計画料金収入において増

加が見込まれていたにもかかわらず、実績料金収入が減少した場合 

 

① 当該予定外競合路線の供用開始による減収相当額又は増収を逸した金額相当額に

ついては、公社の負担とする。 

 

② 公社は、当該供用開始日の属する事業年度の 4 年後の事業年度の【9 月末日】

（同日を含む。）までに、次に掲げる金額の合計額を運営権者に対して支払うも

のとする。 

 

ア 当該供用開始日の属する事業年度における減収相当額又は増収を逸した金額

相当額として、「α4」と「β4」の差額又は「α4」と「β4」の合計額に対

して当該供用開始日から当該事業年度終了日までの日数を年 365 日（ただ

し、閏年においては年 366 日）にて日割計算して算出される金額 

 

イ 当該供用開始日の属する事業年度の翌年度を開始年度とする 3 年間における

減収相当額又は増収を逸した金額相当額として、「α4」と「β4」の差額又

は「α4」と「β4」の合計額に 3を乗じて算出される金額 

 

③ 公社は、当該供用開始日の属する事業年度の 4 年目以降、各事業年度における減

収相当額又は増収を逸した金額相当額として、それぞれ翌事業年度の【9 月末

日】（同日を含む。）までに、「α4」と「β4」の差額相当額又は「α4」と

「β4」の合計額を運営権者に対して支払うものとする。 

 



 

 

5 計算期間、支払額及び支払時期に関する特則 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1 から 4 における「B1」

から「B4」まで及び「Y1」から「Y4」までを算出するにあたり、各予定競合路線

又は予定外競合路線の供用開始日又は無料開放日の属する事業年度の翌年度を開

始年度とする 3 年間のうちに各運営権設定対象施設に係る運営権が終了（存続期

間の満了による終了を含む。）した場合には、それぞれ当該終了日までの期間に

おける事業年度単位の計画料金収入額又は実績料金収入額の平均額を意味する。

また、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（2）②及び（3）

②、2（3）②イ及び③イ、3（3）②イ及び③イ並びに 4（4）②における調整額の

算出方法及び支払期限については、当該終了日までの期間における事業年度単位

相当分調整されるものとする。 

 

6 競合路線の新規開設等に基づく調整が重複した場合の取扱い 

 

 同一の運営権設定対象施設につき、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づ

く調整）の 1 から 4 に基づく競合路線の新規開設等に基づく調整が重複した場合

には、公社及び運営権者は、当該新規開設等により最も影響が大きいと客観的に

認められる競合路線に基づく調整によることを原則とし（複数の要因が指摘され

る場合には、発生時期の違い等を適切に勘案・調整する。）、これらの調整方法

に関して協議の上、その詳細を合意するものとする。 

 

第 5 需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係 

 

 予定競合路線又は予定外競合路線が供用開始又は無料開放された場合には、次に掲げる

規定に従い、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）に規定される競合路線の

新規開設等に基づく調整を行った後、本別紙第 2（需要変動に基づく調整）に規定される

需要変動に基づく調整を行うものとする。 

 

1 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日において供用開始又は

無料開放された場合 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（2）又は（3）に従

い、競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2

（需要変動に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合におい

て、各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額

は、当該各事業年度の実績料金収入額から、当該事業年度における減収を免れた



 

 

金額相当額若しくは増収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づ

く調整）の 1（2）②及び③で算出される金額を減算した金額、又は、当該各事業

年度の実績料金収入額に、当該事業年度おける減収相当額若しくは増収を逸した

金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 1（3）②

及び③で算出される金額を加算した金額とする。 

 

2 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日の翌日以降において供

用開始又は無料開放された場合 

 

(1) 各予定競合路線の供用開始予定日又は無料開放予定日から供用開始日又は無料開

放日までの期間 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（2）に従い、競合路線

の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に

基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権

設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、当該各事業

年度の実績料金収入額から、当該事業年度における減収を免れた金額相当額又は

増収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（2）②

で算出される金額を減算した金額とする。 

 

(2) 各予定競合路線の供用開始日又は無料開放日以降 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（3）に従い、競合路線

の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に

基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権

設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、当該各事業

年度の実績料金収入額から、当該事業年度における減収を免れた金額相当額若し

くは増収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2

（3）②イ及びウで算出される金額を減算した金額、又は、当該各事業年度の実

績料金収入額に、当該事業年度における減収相当額若しくは増収を逸した金額相

当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 2（3）③イ及び

ウで算出される金額を加算した金額とする。 

 



 

 

3 各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも前に供用開始又

は無料開放された場合 

 

(1) （意図的に削除） 

 

(2) （見出しにつき意図的に削除） 

 

 （該当する場合には）本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3

（2）に従い、各予定競合路線がその供用開始予定日又は無料開放予定日よりも

前に供用開始又は無料開放されたことによる計画料金収入上の調整を行う。そし

て、本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3（3）に従い、各予定

競合路線の供用開始又は無料開放による計画料金収入及び実績料金収入の減少額

又は増加額の差異による調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動

に基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営

権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、当該各事

業年度の実績料金収入額から、当該事業年度における減収を免れた金額相当額若

しくは増収相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3

（2）②並びに（3）②イ及びウで算出される金額を減算した金額、又は、当該各

事業年度の実績料金収入額に、当該事業年度における減収相当額若しくは増収を

逸した金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 3

（2）②並びに（3）③イ及びウで算出される金額を加算した金額とする。 

 

4 予定外競合路線が供用開始された場合 

 

 本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 4（4）に従い、競合路線

の新規開設等に基づく調整を行うものとする。その後、本別紙第 2（需要変動に

基づく調整）に規定される需要変動に基づく調整を行う場合において、各運営権

設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入として用いる金額は、当該各事業

年度の実績料金収入額に、当該事業年度における減収相当額若しくは増収を逸し

た金額相当額として本別紙第 4（競合路線の新規開設等に基づく調整）の 4（4）

②及び③で算出される金額を加算した金額とする。 

 

  



 

 

別紙6 構成企業及び協力企業並びに業務内容30 

 

業務 構成企業又は協力企業の別 企業名 

   

   

   

 

 

                             
30  本別紙は、運営権者提案書中、募集要項の添付資料 2（様式集及び記載要領）の様式 A－2－1－i 別

添（②実施体制等 業務実施企業）に示す様式を用いて提出される内容を踏まえ挿入される予定で

ある。なお、基本協定書別紙 3 と異なり、本別紙には地域活性化事業等に係る事業区域内の任意事

業に関する記載はされない予定である。 



 

 

別紙7 運営開始時の契約等の承継31 

 

契約名称 契約内容の概要 契約期間 承継方法等 

    

    

    

 

  

                             
31  本別紙は、募集要項等における守秘義務対象資料 9（公社が締結している契約・協定等）に示す契

約・協定等が挿入され、承継の方法に関しては競争的対話を経て定める予定である。 



 

 

別紙8 譲渡対象資産譲受契約 

 

 愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」とい

う。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28

年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書

（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 18 条（譲渡対象資産の譲受け）

に基づき、別紙に記載する動産等（以下総称して「譲渡対象資産」という。）を譲渡する

ことに関し、下記条項により譲渡対象資産譲受契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。 

 

第 1 条（定義等） 

1  本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきも

のを除き、実施契約に定める意味を有する。 

2  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の

解釈に影響を与えないものとする。 

3  本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場

合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。 

 

第 2 条（譲渡対象資産の譲渡） 

 公社及び運営権者は、本契約に定めるところに従い、【運営開始日】に、公社が保

有する譲渡対象資産を運営権者に譲渡し、また、運営権者が公社からかかる譲渡対象

資産の譲渡を受けることに合意する。 

 

第 3 条（譲渡代金） 

 譲渡対象資産の譲渡代金は、合計金●円（以下「譲渡対象資産譲渡対価」とい

う。）並びにこれに係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）とし、

その内訳は別紙記載のとおりとする。 

 

第 4 条（譲渡の実行） 

1  運営権者は、平成●年●月●日までに32、譲渡対象資産の譲渡の対価として、譲渡

対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等の全額を、公社の別途指定する銀行口座に

振り込んで支払う。なお、振込手数料は運営権者の負担とする。 

2  譲渡対象資産の所有権は、前項に基づく譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費

税等の支払が完了し、かつ、実施契約に従い全ての運営権に効力が発生したことを条

件に、運営開始日において、公社から運営権者に移転する。 

                             
32  運営権対価一時金の支払期限と同じ日を予定している。 



 

 

3  公社は、前項の所有権移転がなされたことを条件として、運営開始日に譲渡対象資

産を運営権者に引き渡すために必要となる一切の協力を行う。 

 

第 5 条（譲渡対象資産の変動） 

 本契約締結時から譲渡対象資産の引渡し時までにおいて譲渡対象資産の内容（譲渡

対象資産の滅失又は追加、数量の変動、譲渡動産の毀損その他の瑕疵の発生を含むが

これに限られない。）に変動があった場合、当該変動後の資産を譲渡対象資産とす

る。ただし、この場合、公社及び運営権者は、協議の上、譲渡対象資産譲渡対価を合

理的に変更するものとする。 

 

第 6 条（瑕疵担保） 

 公社は、譲渡対象資産について何らの瑕疵担保責任も負わず、運営権者は、譲渡対

象資産について隠れた瑕疵があることを発見しても、譲渡対象資産譲渡対価の減免若

しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。 

 

第 7 条（解除） 

1  実施契約が解除その他の理由で終了した場合に限り、本契約は当然に効力を失う。

この場合、公社は、譲渡対象資産を、本契約終了時点における相当な価格で買い戻す

ことができる。 

2  前項の場合を除き、公社及び運営権者は、本契約を解除することはできない。 

 

第 8 条（本契約失効時の処理） 

 前条に基づき本契約が効力を失った場合であって、当該失効が譲渡対象資産譲渡対

価の支払後である場合、公社は受領済みの譲渡対象資産譲渡対価の金額を、利息を付

することなく運営権者に返還する。 

 

第 9 条（損害賠償等） 

 公社及び運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

第 10 条（費用） 

 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、各自の負担とする。 

 

第 11 条（権利義務の譲渡の禁止） 

1  運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく運営権者の契

約上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うこ

とはできない。 



 

 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融

資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び

権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に

関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条（金融機関等との協

議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容

（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に

対抗できることを含む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の

留保、遅延又は拒否をしないものとする。 

 

第 12 条（秘密保持義務） 

1  公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関

する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外に

は使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であっ

た情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な

権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を

除く。 

2  前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会

計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保

持義務を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業

若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者

の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社

及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了に

かかわらず、有効に存続する。 

 

第 13 条（実施契約との関係） 

 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用され

る。 

 

第 14 条（準拠法・管轄裁判所） 

1  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。 

2  本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 



 

 

 

第 15 条（契約の変更） 

 本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することが

できない。 

 

第 16 条（通知方法・計量単位・期間計算等） 

1  本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方当

事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当

該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。 

2  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定

めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。 

3  本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除

き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。 

4  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。 

5  本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

第 17 条（疑義に関する協議） 

 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関

して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定

めるものとする。 

 

（以下余白） 



 

 

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、

各 1通を保有する。 

 

平成____年____月____日 

 

公社 名古屋市中区丸の内 3丁目 19 番 30 号 

 愛知県道路公社 

 理事長 川崎 昭弘 

 

 

運営権者 ［本店所在地］ 

 【●株式会社】 

 ［役職］［氏名］ 



 

 

別紙 譲渡対象資産 

 

 

 



 

 

別紙9 出向契約 
 

 愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」という。）

は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28 年●月●日

付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書（その後の変更を含

み、以下「実施契約」という。）第 19 条（出向の受入れ）に基づき、公社から運営権者へ出向

する公社の職員（以下「出向職員」という。）の取扱いに関し、下記条項により出向契約（以下

「本契約」という。）を締結する。なお、本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの

及び文脈上別異に解すべきものを除き、実施契約に定める意味を有する。 

 

第 1 条（出向職員の地位） 

  出向職員は、公社の職員である地位を有したまま運営権者に出向し、運営権者の業務

に従事する。 

 

第 2 条（出向職員） 

  出向する者の氏名は別途公社が運営権者に対して通知し、当該出向者の出向期間その

他の出向条件を別紙の様式の覚書で別途合意する。 

 

第 3 条（出向期間） 

1  公社は、運営開始日から 3 年後の応当日の前日まで（ただし、公社が別途合意した場

合を除く。）、運営権者による本事業の実施にあたり必要となる人数、職位及び職種

（かかる人数、職位及び職種は、公社及び運営権者の別途合意するところに従うものと

する。）の出向職員を出向させるものとする。なお、個別の出向職員の出向期間は、別

途公社が運営権者に対して通知し、当該出向者の出向期間その他の出向条件を別紙の様

式の覚書で別途合意するものとする。 

2  次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合、出向職員の出向は終

了する。第(1)号から第(5)号までの場合、公社は、運営権者と協議の上、両者の合意し

たところに従い、代替として必要となる人数、職位及び職種の出向職員を出向させるも

のとする。 

（1） 休職した場合 

（2） 公社を退職した場合 

（3） 公社を解雇された場合 

（4） 第 10 条第 3項の定めに従い出向が終了した場合 

（5） 事由の如何を問わず、運営権者に対する労務の提供が不能となった場合 

（6） 実施契約の全部又は一部（当該出向職員の職務内容に関連する部分を意味す

る。）が終了した場合 

 

第 4 条（出向職員の職務等） 

  運営権者における出向職員の職位、職務内容及び所属は両者協議の上、別に定める。 



 

 

 

第 5 条（就業規則等の適用） 

1  出向職員の出向期間中における勤務時間、休憩、休日及び休暇服務規律に関する事

項、安全及び衛生に関する事項、その他出向職員の就業に関する事項については、別途

定める場合を除き、運営権者の就業規則及び諸規程を適用する。ただし、年次有給休暇

日数については公社における出向職員の残日数を承継する。 

2  出向職員は公社の福利厚生制度を利用する。 

 

第 6 条（給与及び費用負担） 

1  出向職員に対する給与（諸手当を含む。）、通勤費及び賞与（以下本条において「給

与等」という。）は、公社の規程を適用し、公社が直接出向職員に支給する。 

2  出向職員に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は公社において適用し、これら

の保険料の事業主負担額は運営権者が負担する。33 

3  運営権者は、第 1 項により公社が出向職員に支給した給与等、出向職員に係る退職給

付引当金並びに前項に定める健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の事業主負担

額の合計額を、別に定める方法により年 2 回に分けて公社に支払う。ただし、出向開始

日を含む月及び出向終了日を含む月は日割りにより計算した額（1 円未満の端数が生じ

た場合、これを切り捨てる。）とする。 

4  所得税の源泉徴収義務者及び住民税の特別徴収義務者は公社とする。 

5  出向職員に係る労働者災害補償保険は運営権者において適用し、労働者災害補償保険

料は運営権者が負担する。 

 

第 7 条（旅費） 

  出向職員が運営権者の業務を遂行するために出張を命じられたときは、運営権者は運

営権者の規程を適用し、出向職員に直接旅費を支給する。 

 

第 8 条（災害補償） 

  出向職員に災害補償の対象となるべき事態が発生した場合は、運営権者が運営権者の

規程を適用し、これを補償する。 

 

第 9 条（相互の連絡） 

  公社及び運営権者は、出向職員に関する次に掲げる事項につき、相互に連絡を取るも

のとする。 

（1） 公社から運営権者への連絡事項 

① 出向職員の履歴 

② 公社における出向職員の給与等の労働条件 

③ 出向辞令の発令日、赴任日 

                             
33  現在の公社の計算書類上、雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、

競争的対話を経て確定するものとする。 



 

 

④ その他、運営権者から連絡を求められた事項 

（2） 運営権者から公社への連絡事項 

① 運営権者における出向職員の役職、担当職務 

② 運営権者における出向職員の労働時間、休日、休暇 

③ 運営権者における出向職員の勤怠、業務上の実績 

④ その他、公社から連絡を求められた事項 

 

第 10 条 （懲戒） 

1  公社及び運営権者は、出向職員がその就業規則及び諸規程に定める懲戒事由に該当す

る場合には、出向職員を懲戒することができる。ただし、運営権者は、出向職員を懲戒

解雇することはできない。 

2  公社及び運営権者は、前項に基づき出向職員を懲戒した場合には、速やかに懲戒処分

の内容及び事由を相手方当事者に通知する。 

3  運営権者は、出向職員が運営権者の就業規則及び諸規程に定める懲戒解雇事由に該当

する場合には、速やかにその旨公社に通知する。その場合、公社は、出向職員の出向を

終了させるものとする。 

 

第 11 条（権利義務の譲渡の禁止） 

1  運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく運営権者の契約

上の地位及び権利につき、譲渡、担保提供その他の処分（放棄を含む。）を行うことは

できない。 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資

に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利

に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する

契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条（金融機関等との協議）に基

づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容（相殺を含む

公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できること

を含む。）にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒

否をしないものとする。 

 

第 12 条 （秘密保持義務） 

1  公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関

する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外に

は使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であっ

た情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な

権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を

除く。 

2  前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に

関する情報を開示することができる。 



 

 

(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会計

士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保持義

務を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業若

しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役

員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運

営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にか

かわらず、有効に存続する。 

 

第 13 条（契約の変更） 

  本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することがで

きない。 

 

第 14 条（準拠法・管轄裁判所） 

1  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。 

2  本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とする。 

 

第 15 条（疑義に関する協議） 

  本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関し

て疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定める

ものとする。 

 

（以下余白） 



 

 

 上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を保有

する。 

 

平成____年____月____日 

 

公社 名古屋市中区丸の内 3丁目 19 番 30 号 

 愛知県道路公社 

 理事長 川崎 昭弘 

 

 

運営権者 ［本店所在地］ 

 【●株式会社】 

 ［役職］［氏名］ 

 

 



 

 

別紙 

 

覚書 

 

 愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」とい

う。）は、公社及び運営権者の間で平成____年____月____日付けで締結された出向契約

（その後の変更を含む。）に基づき、公社から運営権者に出向する公社の職員（以下「出

向職員」という。）の氏名、出向期間その他の出向条件を下記のとおり定める。 

 

記 

 

出向職員の氏名 職位 職種 出向期間 その他の条件 

     年  月  日から 

  年  月  日まで 

 

     

     

     

※ 出向期間は、業務上必要がある場合において、双方協議の上、期間の延長又は短縮が

できるものとする。 

 

 

平成____年____月____日 

 

公社 名古屋市中区丸の内 3丁目 19 番 30 号 

 愛知県道路公社 

 理事長 川崎 昭弘 

 

 

運営権者 ［本店所在地］ 

 【●株式会社】 

 ［役職］［氏名］ 

 

 

 



 

 

別紙10 建物賃貸借契約（既設 PA） 

 

 愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」とい

う。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28

年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書

（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 63 条（附帯施設（既設 PA）の貸

付）第 1 項に基づき、別紙に記載する建物（以下「附帯施設（既設 PA）」という。）につ

いて、下記条項により借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含み、以下

「借地借家法」という。）第 38 条に定める定期建物賃貸借に係る契約（以下「本契約」

という。）を締結する。 

 

第 1 条（定義等） 

1  本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきも

のを除き、実施契約に定める意味を有する。 

2  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の

解釈に影響を与えないものとする。 

3  本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場

合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。 

 

第 2 条（賃借権の設定） 

1  公社は、附帯施設（既設 PA）を、運営権者に賃貸し、運営権者はこれを賃借する

（かかる賃貸借に基づく賃借権を、以下「本件賃借権」という。）。 

2  運営権者は、附帯施設（既設 PA）を、専らパーキングエリアの経営（以下「本件事

業」という。）を目的として使用するものとする。 

3  本契約に基づく賃貸借は、借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借であり、本

契約には、借地借家法第 26 条、同法第 28 条及び民法第 619 条は適用されない。 

 

第 3 条（賃貸借期間） 

1  賃貸借期間は、平成 28 年____月____日から【平成 58 年 3 月 31 日／平成 41 年 6 月

22 日】34までとし、かかる期間の満了により本契約は終了し、更新しない。 

2  前項にかかわらず、【平成 58 年 3 月 31 日／平成 41 年 6 月 22 日】より前に【知多

4 路線／猿投グリーンロード】に係る運営権が取消しその他の事由により終了した場

合には、かかる終了の時点において賃貸借期間は満了し、本契約は当然に終了する。 

                             
34  大府 PA 及び阿久比 PA の営業施設並びに美浜 PA の自動販売機営業については前段を、西広瀬 PA の

自動販売機営業については後段を選択する。本条第 2 項及び第 15 条第 1 項第 10 号のブラケット部

分について同じ。 



 

 

3  運営権者は、本契約の締結に先立ち、公社から、本契約は契約の更新がなく、期間

の満了により附帯施設（既設 PA）の賃貸借は終了することについて、その旨を記載し

た書面の交付を受けて説明を受けたことを確認する。 

 

第 4 条（賃料） 

1  賃料は、年額●円（消費税等別途）とし、①初回の賃料については、第 3 条第 1 項

に定める賃貸借期間の初日に、かかる日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日

（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上

支払い、②第 2 回以降の賃料については、毎年●月●日までに、毎年●月●日（同日

を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を（た

だし、当該期間に第 3 条第 1 項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かか

る日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算

の上）、それぞれ公社が発行する請求書により前払いするものとする35。 

2  前項に従い運営権者が賃料を支払済みの期間の途中で本契約が終了した場合、公社

は、①当該支払済みの賃料から②当該支払済みの賃料を当該支払済みの賃料に対応す

る期間の初日（同日を含む。）から当該終了の日（同日を含む。）までの実日数に応

じて日割計算した金額を差し引いた残額を、運営権者に返還するものとする。 

3  公社及び運営権者は、経済情勢の変動その他の事情の変更により賃料が不相当と

なったときは、第 1 項の規定にかかわらず、賃料の改定につき協議を行い、合意に基

づき、将来に向かって賃料を改定することができるものとする。 

 

第 5 条（延滞金） 

  運営権者は、前条に定める賃料を期限までに納付しないときは、期限の翌日から納

付の日までの日数につき、年 14.5％の割合で計算した延滞金を公社に支払わなければ

ならない。 

 

第 6 条（遵守事項） 

1  運営権者は、附帯施設（既設 PA）を常に善良なる管理者の注意をもって維持管理す

るものとする。運営権者は、公社が附帯施設（既設 PA）の管理上必要な事項を運営権

者に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。 

2  運営権者は、附帯施設（既設 PA）を本件事業以外の用途には使用しないものとす

る。 

3  運営権者は、附帯施設（既設 PA）の使用により公社又は第三者に損害を与えるおそ

れがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したとき

                             
35  本項に定める賃料は、募集要項及びその添付資料 7（パーキングエリアにおける賃料等設定の考え

方について）の考え方に従い決定される。 



 

 

は、運営権者がこれを賠償しなければならないものとする。 

4  運営権者は、附帯施設（既設 PA）について、公社が合理的に満足する内容の保険を

付保するものとする。 

 

第 7 条（事前承諾事項） 

1  運営権者は、次の各号のーに該当する行為をしようとするときは、公社の事前の書

面による承諾を得なければならない。 

（1） 附帯施設（既設 PA）について増改築、移転、改造、模様替え若しくは造作・

付属物件の新設・撤去を行い、又は、附帯施設（既設 PA）の敷地内における

工作物の設置を行うとき。 

（2） 附帯施設（既設 PA）において、本件事業以外の事業を行うとき。 

（3） 本件賃借権を譲渡し若しくは担保に供し、又は附帯施設（既設 PA）を転貸す

るとき。 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融

資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位及び

本件賃借権に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権

設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条（金融機関等

との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する

内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権

者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、本契約に基づく運営権者

の契約上の地位及び本件賃借権に担保権を設定することについて、合理的な理由なく

して承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。 

 

第 8 条（通知事項） 

  運営権者は、次の各号のーに該当する行為をし、又は該当する事実が発生したとき

は、直ちに公社に対し書面により通知しなければならない。 

（1） 前条第 1項各号の行為を公社の承諾を得て完了したとき。 

（2） 本契約に抵触するおそれが生じ、又は抵触したとき。 

 

第 9 条（管理行為） 

1  公社又は公社の指定する者は、附帯施設（既設 PA）の保守管理上必要あるときは、

あらかじめ運営権者に通知した上で附帯施設（既設 PA）に立ち入り、点検し、適当な

措置を講ずることができる。 

2  公社又は公社の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の

緊急の必要がある場合においては、あらかじめ運営権者の承諾を得ることなく、附帯

施設（既設 PA）内に立ち入ることができる。 

 



 

 

第 10 条（修繕） 

  附帯施設（既設 PA）の全部又は一部の維持及び保全は、躯体及びその付属設備、並

びに壁・天井・床及び付属物件等の箇所及びその程度を問わず、全て、運営権者の責

任及び費用負担とする。 

 

第 11 条（造作等） 

1  運営権者において、附帯施設（既設 PA）について、看板の設置、内装造作若しくは

付属物件の新設・撤去その他一切の方法により現状を変更するときは、運営権者は、

その計画書面を公社に提出し、あらかじめ公社の書面による承諾を得なければならな

い。運営権者は、これらの行為に関し必要費・有益費その他費用の償還を公社に請求

しない。 

2  運営権者が前項に従い公社の承諾を得て施した一切の造作の所有権は、運営権者に

属するものとし、かかる造作について、運営権者は、買取請求権を有しない。 

3  前 2 項に定める造作に賦課される公租公課は宛名名義にかかわらず運営権者の負担

とする。 

 

第 12 条（増改築等） 

1  運営権者において道路法第 24 条に基づき附帯施設（既設 PA）の増改築をなす場

合、運営権者は、その計画書面を公社に提出し、あらかじめかかる増改築を行うこと

についての公社の書面による承諾に加え、道路管理者である公社から道路法第 24 条

に基づく承認を得なければならない。運営権者は、増改築に関し必要費・有益費その

他費用の償還を公社に請求しない。 

2  運営権者が前項に従い道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認及び

公社の承諾を得て施した増改築部分の所有権は、当然に公社に無償で属するものと

し、かかる増改築部分について、運営権者は、買取請求権を有しない。かかる増改築

部分は、当然に本契約上の「附帯施設（既設 PA）」に含まれ、本契約に基づく賃貸借

の対象となるものとする。なお、かかる増改築部分が本契約に基づく賃貸借の対象と

なることを原因として賃料の変更は行わないものとする。 

3  運営権者が前 2 項に従い道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認を

得て施した増改築部分に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず公社の負担と

する。 

 

第 13 条（附帯施設（既設 PA）の転貸） 

  運営権者が、附帯施設（既設 PA）を転貸しようとするときには、公社の事前の書面

による承諾を得るものとする。また、かかる転貸は、次の各号を遵守しなければなら

ない。 

（1） 第 3条に定める賃貸借期間を超えない定期建物賃貸借とすること。 



 

 

（2） 賃借人が建物において本件事業に属する事業を行うものであること。 

（3） 暴力団員等に該当する者が賃借人でないこと。 

 

第 14 条（公租公課の負担） 

  附帯施設（既設 PA）に対する公租公課の負担は、本契約に別途定めがない限り、公

社の負担とする。 

 

第 15 条（契約の解除） 

1  公社は、運営権者が次の各号のーに該当するときは、何らの催告なしに本契約を解

除することができる。 

（1） 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権者

の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（運営権者の取締役を

含む。）によってその申立てがなされたとき。 

（2） 本契約上の義務（賃料の支払義務を除く。）に違反したとき。 

（3） 賃料の支払を 3ヶ月分以上怠ったとき。 

（4） 運営権者又は運営権者の役員その使用人が、暴力団員等に該当すると判明し

たとき。 

（5） その他運営権者に本契約を継続しがたい重要な背信行為があったとき。 

（6） 事由の如何を問わず、実施契約が終了したとき、又は【知多 4 路線／猿投グ

リーンロード】に係る運営権が効力を失ったとき。 

2  実施契約が実施契約第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の

解除）に基づき解除されたことにより前項第(10)号に従い本契約が解除された場合、

運営権者は、公社に対し、かかる解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損

失（附帯施設（既設 PA）における事業に係る逸失利益については 2 年分を上限とす

る。）の補償を求めることができる。この場合、運営権者が第 11 条第 1 項に基づき施

した造作については、公社が第 16 条第 2 項に基づきこれを買い取るか、又は、その

時価相当額を運営権者に補償して運営権者の費用負担において収去するものとし、運

営権者が第 23 条第 1 項に基づき建替えをした建物については、公社が第 23 条第 4 項

に基づきこれを買い取るか、又は、その時価相当額を運営権者に補償して運営権者の

費用負担において収去するものとし、かかる造作及び建物について、運営権者は、公

社に対しその他の費用の支払又は損失の補償を求めることはできない。 

 

第 16 条（附帯施設（既設 PA）の返還） 

1  運営権者は、本契約が終了したときは、本契約に別途定める場合を除き、その費用

負担において運営権者が附帯施設（既設 PA）に付加した一切の造作を収去し、附帯施

設（既設 PA）を原状（疑義を避けるために規定すると、第 12 条に基づく増改築がな

された部分を除いては、賃貸借期間の開始時点における状態とし、当該増改築がなさ



 

 

れた部分については、当該増改築の完了時点における状態とする。）に復した上で公

社に返還しなければならないものとする。 

2  前項にかかわらず、運営権者が附帯施設（既設 PA）に付加した造作のうち公社が必

要と認めたものについては、公社は運営権者から時価にて買い取ることができ、運営

権者は、かかる買取りの対象となった造作については収去することを要しない。な

お、公社は、第 3 条第 1 項に定める賃貸借期間の満了により本契約が終了する場合に

おいて、当該造作の買い取りを希望するときは、運営権者が本契約の終了までに当該

造作を収去するために必要な期間を設けて、本契約の終了前に、当該造作の買い取り

を希望する旨を運営権者に通知するものとする。 

3  運営権者の明渡しの後、附帯施設（既設 PA）に残置物が存する場合には、公社はこ

れを処分することができ、運営権者はこれに何らの異議も述べない。なお、処分に要

する費用は運営権者の負担とする。 

4  運営権者は、前 3 項に定める附帯施設（既設 PA）の返還に際し、移転料、立退料等

の名目の如何を問わず公社に対して一切の金品を請求できない。 

5  本契約終了と同時に運営権者が附帯施設（既設 PA）を明け渡さない場合、運営権者

は、本契約終了の翌日から明渡しの完了に至るまで、直近賃料の 2 倍相当額の遅延損

害金を支払うものとする。 

 

第 17 条（秘密保持義務） 

1  公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関

する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外に

は使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であっ

た情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な

権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を

除く。 

2  前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会

計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保

持義務を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業

若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者

の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社

及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了に

かかわらず、有効に存続する。 



 

 

 

第 18 条（実施契約との関係） 

 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用され

る。 

 

第 19 条（契約の変更） 

 本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することが

できない。 

 

第 20 条（準拠法・管轄裁判所） 

1  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。 

2  本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

第 21 条（通知方法・計量単位・期間計算等） 

1  本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方当

事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当

該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。 

2  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定

めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。 

3  本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除

き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。 

4  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。 

5  本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

第 22 条（疑義に関する協議） 

 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関

して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定

めるものとする。 

 

第 23 条（附帯施設（既設 PA）の取壊し・建替えに関する特約） 

1  運営権者は、附帯施設（既設 PA）の取壊し・建替えをしようとする場合、その内容

について公社の満足する資料を公社に提示し、道路管理者である公社から道路法第 32

条に基づく許可及び公社の事前の書面による承諾を得て、附帯施設（既設 PA）を取り

壊し、建て替えることができる。 

2  前項の場合、本契約に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借は、附帯施設（既設

PA）の取壊しを開始した日において当然に終了するものとする。 



 

 

3  前項の場合、運営権者は、公社に対し、以下の各号に基づく補償金を支払う。 

（1） 運営権者は、公社に対し、前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了

がなかったとすれば、前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日の

翌日（同日を含む。）から第 3 条第 1 項に定める賃貸借期間の末日（同日を

含む。）までの期間について第 4 条第 1 項に基づき支払われる予定であった

賃料相当額を支払う。なお、かかる賃料相当額の支払方法は、以下の①及び

②に定めるところによる。 

① 前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日（同日が●月●

日である場合を除く。）において、前項に基づく附帯施設（既設

PA）の賃貸借の終了日の翌日（同日を含む。）から前項に基づく附

帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日の属する第 4 条第 1 項②に定め

る期間の末日（同日を含む。）までの期間の賃料相当額を支払う。

ただし、当該期間に係る賃料が支払済みである場合は、公社は、か

かる賃料相当額の支払と、第 4 条第 2 項に基づく公社の返還義務と

を対当額において相殺することができる。 

② 前項に基づく附帯施設（既設 PA）の賃貸借の終了日以降最初に到来

する（同日である場合を含む。）●月●日以降、毎年●月●日まで

に、毎年●月●日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同

日を含む。）までの期間に係る賃料相当額を（ただし、当該期間に

第 3 条第 1 項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かか

る日（同日を含む。）までの期間に係る賃料相当額を、当該期間の

実日数に応じて日割計算の上）支払う。 

(2) 運営権者は、公社に対し、附帯施設（既設 PA）の取壊し開始日における帳簿

価額相当額を支払う。なお、その支払は、当該帳簿価額相当額を前号①及び

②に基づく賃料相当額の支払回数で除した金額を、前号①及び②に基づく賃

料相当額の支払と併せて行うものとする（ただし、除算により端数が生じる

場合には最初の支払に端数を加算する。）。 

(3) 運営権者が、公社に対し、第 1 項に定める道路管理者である公社からの道路

法第 32 条に基づく許可に関し道路法第 39 条に定める占用料を支払った場

合、かかる支払の直後に支払われる前 2 号に基づく補償金の合計額から、当

該支払済みの占用料相当額を控除するものとする。 

4  第 1 項の場合、運営権者は、第 1 項に基づき建替えを行った建物を、第 3 条第 1 項

に定める賃貸借期間の末日までに収去する。ただし、公社は、当該建物を必要と認め

た場合、当該建物を運営権者から時価にて買い取ることができ、運営権者は、かかる

買取りがなされた場合には、当該建物を収去することを要しない。 

 

（以下余白） 



 

 

 



 

 

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、

各 1通を保有する。 

 

平成____年____月____日 

 

公社 名古屋市中区丸の内 3丁目 19 番 30 号 

 愛知県道路公社 

 理事長 川崎 昭弘 

 

 

運営権者 ［本店所在地］ 

 【●株式会社】 

 ［役職］［氏名］



 

 

別紙36 

                             
36  本別紙として、以下の各附帯施設（既設 PA）を特定するに足りる建物の図面（建物の一部である場

合には、その範囲を示す図面）を添付する。 

①大府 PA：食堂・売店棟 569 ㎡、トイレ棟の一部 16 ㎡ 

②阿久比 PA：食堂・売店棟 499 ㎡、トイレ棟の一部 11 ㎡ 

③美浜 PA：トイレ棟の一部 10.5 ㎡ 

④西広瀬 PA：（上り線）休憩所の一部 6 ㎡、（下り線）：休憩所の一部 6 ㎡ 



 

 

別紙11 土地賃貸借契約（新設 PA 隣接区域） 

 

 愛知県道路公社（以下「公社」という。）と【●株式会社】（以下「運営権者」とい

う。）は、愛知県有料道路運営等事業の実施にあたって、公社と運営権者との間で平成 28

年●月●日付けで締結された愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書

（その後の変更を含み、以下「実施契約」という。）第 64 条（公社取得用地（新設 PA 隣

接区域）の貸付）第 2 項に基づき、別紙に記載する土地（以下「公社取得用地（新設 PA

隣接区域）」という。）について、下記条項により借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。

その後の改正を含み、以下「借地借家法」という。）第 23 条に定める事業用借地権の設

定に係る契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（定義等） 

1  本契約において用いる用語は、本契約に定義するもの及び文脈上別異に解すべきも

のを除き、実施契約に定める意味を有する。 

2  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の

解釈に影響を与えないものとする。 

3  本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場

合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。 

 

第 2 条（事業用借地権の設定） 

1  公社は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を、運営権者に賃貸し、運営権者はこ

れを賃借する（かかる賃貸借に基づく賃借権を、以下「本件賃借権」という。）。 

2  運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を、専らパーキングエリアの経営

（以下「本件事業」という。）の用に供する建物（以下「本件建物」という。）を所

有する目的で使用するものとし、居住の用に供する建物を建築してはならない。な

お、運営権者は、実施契約第 65 条（附帯施設の設計及び建設）に従い、本件建物を

築造に着手する前に、本件建物の設計を公社に提示し、公社の承諾を得るものとす

る。 

3  本件賃借権については、借地借家法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条の

規定は、適用しない。ただし、本契約に定めるところに従い公社が任意に建物を買い

取ることを妨げない。 

4  本契約には、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 619 条は適用されない。 

 

第 3 条（賃貸借期間） 

1  賃貸借期間は、平成 28 年____月____日から平成 58 年 3 月 31 日までとする。 

2  前項にかかわらず、平成 58 年 3 月 31 日より前に知多 4 路線に係る運営権が取消し

その他の事由により終了した場合には、かかる終了の時点において賃貸借期間は満了



 

 

し、本契約は当然に終了する。 

 

 

第 4 条（賃料） 

1  賃料は、年額●円とし、①初回の賃料については、第 3 条第 1 項に定める賃貸借期

間の初日に、かかる日（同日を含む。）から【翌／同年】●月●日（同日を含む。）

までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上支払い、②第 2 回

以降の賃料については、毎年●月●日までに、毎年●月●日（同日を含む。）から

【翌／同年】●月●日（同日を含む。）までの期間に係る賃料を（ただし、当該期間

に第 3 条第 1 項に定める賃貸借期間の満了日が属する場合には、かかる日（同日を含

む。）までの期間に係る賃料を、当該期間の実日数に応じて日割計算の上）、それぞ

れ公社が発行する請求書により前払いするものとする37。 

2  前項に従い運営権者が賃料を支払済みの期間の途中で本契約が終了した場合、公社

は、①当該支払済みの賃料から②当該支払済みの賃料を当該支払済みの賃料に対応す

る期間の初日（同日を含む。）から当該終了の日（同日を含む。）までの実日数に応

じて日割計算した金額を差し引いた残額を、運営権者に返還するものとする。 

3  公社及び運営権者は、経済情勢の変動その他の事情の変更により賃料が不相当と

なったときは、前項の規定にかかわらず、賃料の改定につき協議を行い、合意に基づ

き、将来に向かって賃料を改定することができるものとする。 

 

第 5 条（延滞金） 

  運営権者は、前条に定める賃料を期限までに納付しないときは、期限の翌日から納

付の日までの日数につき、年 14.5％の割合で計算した延滞金を公社に支払わなければ

ならない。 

 

第 6 条（遵守事項） 

1  運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を常に善良なる管理者の注意を

もって維持管理するものとする。運営権者は、公社が附帯施設（新設 PA 隣接区域）

の管理上必要な事項を運営権者に通知した場合、その事項を遵守しなければならな

い。 

2  運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を本件事業以外の用途には使用し

ないものとする。 

3  運営権者は、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の使用により公社又は第三者に損

害を与えるおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害

                             
37  本項に定める賃料は、募集要項及びその添付資料 7（パーキングエリアにおける賃料等設定の考え

方について）の考え方に従い決定される。 



 

 

が発生したときは、運営権者がこれを賠償しなければならないものとする。 

 

第 7 条（事前承諾事項） 

1  運営権者は、次の各号のーに該当する行為をしようとするときは、公社の事前の書

面による承諾を得なければならない。 

（1） 本件建物につき、①第 2 条に従い公社の承諾を得た内容から設計を変更する

とき、②増改築又は再築するとき、③用途の変更をするとき、又は④法令に

より変更が必要になったとき。 

（2） 本件建物を譲渡又は担保に供するとき。 

（3） 公社取得用地（新設 PA 隣接区域）又は本件建物において、本件事業以外の

事業を行うとき。 

（4） 本件賃借権を譲渡し若しくは担保に供し、又は公社取得用地（新設 PA 隣接

区域）を転貸するとき。 

（5） 公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の区画形質を変更しようとするとき。 

2  前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融

資に関連して当該金融機関等のために、本契約に基づく運営権者の契約上の地位、本

件賃借権又は本件建物に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資

及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、実施契約第 125 条

（金融機関等との協議）に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理

的に満足する内容（相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問

わず、担保権者に対抗できることを含む。）にて締結されているときは、本契約に基

づく運営権者の契約上の地位、本件賃借権又は本件建物に担保権を設定することにつ

いて、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。 

 

第 8 条（通知事項） 

  運営権者は、次の各号のーに該当する行為をし、又は該当する事実が発生したとき

は、直ちに公社に対し書面により通知しなければならない。 

（1） 前条第 1項各号の行為を公社の承諾を得て完了したとき。 

（2） 本契約に抵触するおそれが生じ、又は抵触したとき。 

 

第 9 条（管理行為） 

1  公社又は公社の指定する者は、附帯施設（新設 PA 隣接区域）の保守管理上必要あ

るときは、あらかじめ運営権者に通知した上で附帯施設（新設 PA 隣接区域）に立ち

入り、点検し、適当な措置を講ずることができる。 

2  公社又は公社の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の

緊急の必要がある場合においては、あらかじめ運営権者の承諾を得ることなく、附帯

施設（新設 PA 隣接区域）内に立ち入ることができる。 



 

 

 

第 10 条（建物の賃貸借） 

  運営権者が、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）上の建物を賃貸しようとするとき

には、公社の事前の書面による承諾を得るものとする。また、かかる賃貸は、次の各

号を遵守しなければならない。 

（1） 第 3条に定める賃貸借期間を超えない定期建物賃貸借とすること。 

（2） 賃借人が建物において本件事業に属する事業を行うものであること。 

（3） 暴力団員等に該当する者が賃借人でないこと。 

 

第 11 条（維持管理等の費用負担） 

  本件建物その他公社取得用地（新設 PA 隣接区域）及び土地に付帯する工作物につ

いて、維持管理、利用、改良及びその他の行為をするために支出する費用は運営権者

が負担するものとする。なお、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）及び土地に付帯す

る工作物の維持、改良に係る施工内容については、公社の事前の書面による承諾を得

るものとする。 

 

第 12 条（公租公課の負担） 

  公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に対する公租公課の負担は、本契約に別段の定

めがない限り、公社の負担とする。 

 

第 13 条（契約の解除） 

1  公社は、運営権者が次の各号のーに該当するときは、何らの催告なしに本契約を解

除することができる。 

（1） 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権者

の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（運営権者の取締役を

含む。）によってその申立てがなされたとき。 

（2） 本契約上の義務（賃料の支払義務を除く。）に違反したとき。 

（3） 賃料の支払を 3ヶ月分以上怠ったとき。 

（4） 運営権者又は運営権者の役員その使用人が、暴力団員等に該当すると判明し

たとき。 

（5） 運営権者が合理的な理由なく、運営権者提案書に従い公社取得用地（新設 PA

隣接区域）上に本件建物を建造しなかったとき。 

（6） その他運営権者に本契約を継続しがたい重要な背信行為があったとき。 

（7） 事由の如何を問わず、実施契約が終了したとき、又は知多 4 路線に係る運営

権が効力を失ったとき。 

2  実施契約が実施契約第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契約の

解除）に基づき解除されたことにより前項第(11)号に従い本契約が解除された場合、



 

 

運営権者は、公社に対し、かかる解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損

失（公社取得用地（新設 PA 隣接区域）における事業に係る逸失利益については 2 年

分を上限とする。）の補償を求めることができる。この場合、本件建物については、

公社が第 14 条第 3 項に基づきこれを買い取るか、又は、その時価相当額（処分費相

当額を除く。）を運営権者に補償して運営権者の費用負担において収去するものと

し、運営権者は、公社に対しその他の費用の支払又は損失の補償を求めることはでき

ない。 

 

第 14 条（土地の返還、建物の処分等） 

1  運営権者は、本契約が終了したときは、その費用負担において本件建物その他公社

取得用地（新設 PA 隣接区域）上の工作物等を収去し、公社取得用地（新設 PA 隣接区

域）を原状に復した上で公社に返還しなければならないものとする。 

2  運営権者の明渡しの後、公社取得用地（新設 PA 隣接区域）に残置物が存する場合

には、公社はこれを処分することができ、運営権者はこれに何らの異議も述べない。

なお、処分に要する費用は運営権者の負担とする。 

3  前 2 項の規定にかかわらず、本契約の終了時において、公社が、公社取得用地（新

設 PA 隣接区域）上の建物（本件建物を含む。）、工作物その他の物を買い受けるこ

とを希望した場合には、運営権者は、これを当該買受け時点における時価（処分費相

当額を除く。）にて公社に譲渡するものとする。なお、公社は、第 3 条第 1 項に定め

る賃貸借期間の満了により本契約が終了する場合において、当該物の買い受けを希望

するときは、運営権者が本契約の終了までに当該物を収去するために必要な期間を設

けて、本契約の終了前に、当該物の買い受けを希望する旨を運営権者に通知するもの

とする。 

4  運営権者は、前 3 項に定める公社取得用地（新設 PA 隣接区域）の返還に際し、移

転料、立退料等の名目の如何を間わず公社に対して一切の金品を請求できない。 

5  本契約終了と同時に運営権者が公社取得用地（新設 PA 隣接区域）を明け渡さない

場合、運営権者は、本契約終了の翌日から明渡しの完了に至るまで、直近賃料の 2 倍

相当額の遅延損害金を支払うものとする。 

 

第 15 条（公正証書の作成） 

1  公社及び運営権者は、借地借家法第 23 条第 3 項に従い、本契約に定める全ての契

約条項を内容とする公正証書を作成し本件賃借権設定の契約を締結するものとし、こ

れを平成____年____月____日までに公証役場において行うものとする。 

2  公正証書作成の費用は運営権者が負担する。 

 

第 16 条（事前使用の禁止） 

  本契約締結後、公正証書を作成するまでの期間、運営権者による公社取得用地（新



 

 

設 PA 隣接区域）の使用を一切禁止する。 

 

第 17 条（秘密保持義務） 

1  公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関

する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外に

は使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であっ

た情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な

権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を

除く。 

2  前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に

関する情報を開示することができる。 

(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会

計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保

持義務を負うことを条件として開示する場合 

(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業

若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者

の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社

及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了に

かかわらず、有効に存続する。 

 

第 18 条（実施契約との関係） 

 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、実施契約が本契約に優先して適用され

る。 

 

第 19 条（契約の変更） 

 本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することが

できない。 

 

第 20 条（準拠法・管轄裁判所） 

1  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。 

2  本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

第 21 条（通知方法・計量単位・期間計算等） 

1  本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手方当



 

 

事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当

該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。 

2  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約に特別の定

めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。 

3  本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約に特別の定めがある場合を除

き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。 

4  本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。 

5  本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

第 22 条（疑義に関する協議） 

 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関

して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定

めるものとする。 

 

（以下余白） 

 



 

 

以上を証するため、本契約を 2 通作成し、公社及び運営権者がそれぞれ記名押印の上、

各 1通を保有する。 

 

平成____年____月____日 

 

公社 名古屋市中区丸の内 3丁目 19 番 30 号 

 愛知県道路公社 

 理事長 川崎 昭弘 

 

 

運営権者 ［本店所在地］ 

 【●株式会社】 

 ［役職］［氏名］ 



 

 

別紙 

 

土地の表示 

 

 所在 地番 地目 地積（㎡） 備考 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

  



 

 

別紙12 任意事業用地38 

 

  

                             
38  本別紙は、運営権者提案書において事業区域内での任意事業が提案された場合に記載される予定で

ある。 



 

 

別紙13 要求水準未充足時のペナルティ 

 

第 1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務 

 

1 公社は、第 78 条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による運営権設定

対象施設に係る維持管理・運営業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断

した場合には、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に

従い、運営権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行

うとともに、以下に定めるペナルティポイントを付与した上、違約金等の支払を請求

できるものとする。 

 

2 ペナルティポイントの付与及び違約金等 

 

(1) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施にあたり、軽微な支障がある場

合等として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベ

ル 1」を意味する。） 

 

 公社は、当該事象が発生するごとに 0.1 ペナルティポイントを運営権者に対して付

与することができる。 

 

 同一事業年度において、本（1）に基づき付与され累積したペナルティポイントが

0.5 以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごと

に、各運営権対価年額相当額に 0.5％を乗じて算出される金額を違約金として公社の

指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生に

より公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るとき

は、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。 

 

(2) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施にあたり、重大な支障がある場

合等として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベ

ル 2」を意味する。） 

 

 公社は、当該事象が発生するごとに 0.5 ペナルティポイントを運営権者に対して付

与することができる。 

 

 同一事業年度において、本（2）に基づき付与され累積したペナルティポイントが

2.5 以上となった場合には、運営権者は、当該累積ペナルティポイントの単位ごと

に、各運営権対価年額相当額に 2.5％を乗じて算出される金額を違約金として公社の



 

 

指定する期限までに支払わなければならない。なお、運営権者は、当該事象の発生に

より公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が当該違約金の額を上回るとき

は、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。 

 

(3) 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務の実施にあたり、人命に関わる場合、

周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合、重大な法令違反、虚偽の報告を行った場合等

として公社が認める事象が発生した場合（モニタリング基本計画における「レベル

3」を意味する。） 

 

 公社は、当該事象が発生するごとに 10 ペナルティポイントを運営権者に対して付

与することができる。 

 

 当該事業年度において、本（3）に基づきペナルティポイントが付与された場合に

は、運営権者は、当該ペナルティポイントごとに、各運営権対価年額相当額に 10％を

乗じて算出される金額を違約金として公社の指定する期限までに支払わなければなら

ない。なお、運営権者は、当該事象の発生により公社が被った相当因果関係の範囲内

にある損害額が当該違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支

払わなければならない。 

 

(4) 本別紙におけるペナルティポイントは、運営権設定対象施設ごとに判断されるものと

する。また、一事業年度ごとに判断され、各事業年度終了日において累積したペナル

ティポイントはゼロとなり、翌事業年度以降に持ち越さないものとする。 

 

第 2 改築業務対象施設に係る改築業務 

 

 公社は、第 78 条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による改築業務

対象施設に係る改築業務の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合に

は、本契約、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営

権者に対して注意、是正指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うことがで

きるものとする。また、改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定日よりも遅延

した場合には、第 60 条（改築業務対象施設の工事竣工日の遅延）に基づく損害金の

支払を運営権者に対して請求できるものとする。 

 

第 3 附帯事業に係る業務 

 

 公社は、第 78 条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による附帯事業

の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリン



 

 

グ基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正

指導、是正勧告、業務実施企業の変更請求等を行うことができるものとする。また、

運営権者が合理的な理由なく、運営権者提案書に従い公社取得用地（新設 PA 隣接区

域）上に附帯施設（新設 PA 隣接区域）を建造しなかった場合には、土地賃貸借契約

（新設 PA 隣接区域）を解除するとともに、当該事実について公表できるものとす

る。 

 

第 4 任意事業に係る業務 

 

 公社は、第 78 条（公社によるモニタリング）に基づき、運営権者による任意事業

の実施につき、要求水準を満たしていないと判断した場合には、本契約、モニタリン

グ基本計画及びモニタリング実施計画書の規定に従い、運営権者に対して注意、是正

指導、是正勧告等を行うとともに、任意事業協定書に基づき違約金等の支払を請求で

きるものとする。また、公社は、運営権者が合理的な理由なく、当該任意事業を実施

しなかったと認めた場合には、当該事実について公表できるものとする。 

 

  



 

 

別紙14 法令改正及び不可抗力による費用負担 

 

第 1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務 

 

1 法令改正による費用負担 

 

(1) 道路の整備・運営に直接影響を及ぼす法令等の改正又は制定（道路に関する基準の改

正により、資本的支出となる工事を実施する必要が生じた場合を含む。）であり、か

つ、運営権者による増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できな

かったと公社が認める場合 

 

 公社の負担とする。 

 

(2) 上記（1）以外の法令等の改正又は制定の場合 

 

 運営権者の負担とする。 

 

2 不可抗力による費用負担 

 

(1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による費用負担 

 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項（ただし、同項第 4 号及び

第 5 号を除く。）に定める災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗

力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となる規模で

あり、かつ、運営権者により予見できず、又はその増加費用の発生の防止手段を

講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認める場合 

 

 公社の負担とする。 

 

イ 上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合 

 

 運営権者の負担とする。 

 

(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による費用負担 

 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 2 条第 2 項に定める災害復旧事業とな

るものであり、かつ、運営権者により予見できず、又はその増加費用の発生の防



 

 

止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認める場合 

 

 公社の負担とする。 

 

なお、本アにおける地震による災害とは、社会通念上認められる範囲のものをい

う。また、降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害とは、公共土木施設災害

復旧事業査定方針第 3（二）から（四）までの規定によるものとする。ただし、

「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接し

た位置に設置された公社が管理する気象観測局における時間雨量が 20mm 程度以

上とする。 

 

イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合 

 

 運営権者の負担とする。 

 

第 2 改築業務対象施設に係る改築業務 

 

1 法令改正による費用負担 

 

 本別紙第 1（運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務）の 1（法令改正によ

る費用負担）を準用する。 

 

2 不可抗力による費用負担 

 

 本別紙第 1（運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務）の 2（不可抗力によ

る費用負担）を準用する。 

 

第 3 附帯事業及び任意事業に係る業務 

 

 運営権者の負担とする。ただし、附帯事業に係る業務の実施につき、法令改正又は不可

抗力による影響を軽減するために運営権者提案書に記載された内容の変更についての協議

の申し出があった場合、公社は誠実にこれに応じるものとする。 

 

第 4 その他 

 

 公社が認めた場合を除き、不可抗力又は法令改正を理由とした事業期間の延長又は利用

料金の値上げは行わない。 



 

 

別紙15 公社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項（案） 

 

 本契約第 82 条（本契約上の地位及び権利義務の譲渡等）及び第 83 条（運営権の譲渡

等）に基づき、運営権及び本契約その他契約上の地位又は権利に対して担保権を設定する

ことにつき、公社がこれを承認する条件の一つとして、本契約第 125 条（金融機関等との

協議）に基づく協定書（以下「直接協定」という。）の規定する事項は、次に掲げる内容

を含むものとする。 

 

1 公社及び金融機関等の通知及び協議 

（1）  金融機関等は、次に掲げる事項が発生した場合、公社に通知するものとする。

公社は、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等に協議を申し出るこ

とができ、かかる場合には、公社と金融機関等は協議を行うものとする。 

①  金融機関等が本事業のための融資に関して締結した契約（以下「融資関

連契約」という。）で予定されている融資実行の前提条件が充足されな

かった場合 

②  融資関連契約における期限の利益喪失事由又は潜在的期限の利益喪失事

由が発生した場合 

③  融資関連契約に基づく債権（以下「融資債権」という。）につき期限の

利益を喪失させた場合 

④  その他別途合意する場合 

（2）  公社は、次に掲げる事項が発生した場合、金融機関等に通知するものとする。

金融機関等は、当該通知を受領してから【30】日以内に公社に協議を申し出るこ

とができ、かかる場合には、公社と金融機関等は協議を行うものとする。ただ

し、以下の②については発生した解除事由が本契約第 107 条（運営権者の事由に

よる本契約の解除）に定める解除事由及び第 108 条（公社の任意による解除、公

社の事由による本契約の解除）第 1 項に定める解除事由以外の場合、公社は金融

機関等に通知すれば足り、金融機関等との間で協議する義務を負わない。 

①  本契約第 24 条（公共施設等運営権の効力発生）に定める運営権の効力発

生要件が充足されなかった場合 

②  本契約その他の契約に定める解除事由が発生した場合 

③  本契約に基づき公社が運営権者に対して損害賠償を請求する場合 

 

2 担保権の設定 

（1）  公社は、金融機関等が直接協定を締結し、遵守することを条件として、融資債

権を担保するため、次に掲げる資産（以下の（2）記載の担保権の対象となった資

産及び契約上の地位並びに権利と併せて、以下総称して「本件担保物」とい

う。）に対し、担保権（契約上の地位譲渡に係る予約完結権を含み、以下の（2）



 

 

記載の資産に設定された担保権と併せて、以下総称して「本件担保権」とい

う。）を設定することを承諾する。 

①  運営権者の議決権株式 

②  運営権 

③  本契約その他公社と運営権者の間で締結される契約上の地位及び権利 

（2）  金融機関等は、上記（1）記載の資産のほか、運営権者が所有する資産及び契約

上の地位並びに権利に担保権を設定した場合、当該資産並びに地位・権利の内容

及び設定した担保権を公社に通知する。公社は、かかる通知を受領後、運営権設

定対象施設の維持管理・運営にとって特に必要と考える資産を、速やかに指定

し、これを金融機関等に通知する。 

（3）  本件担保権の設定にあたっては、本件担保権の設定及び実行の前後を問わず、

関連する契約上公社が運営権者に対して有する抗弁権（相殺を含む。）がいずれ

も切断されないことを、運営権者及び金融機関等が承諾することを条件とする。 

（4）  本契約が解除され、又は終了した場合、上記（2）に基づき公社が指定した資産

及び地位・権利については、金融機関等はこれらに係る本件担保権を実行しては

ならず、また、公社又はその指定する第三者に移転する日までに、金融機関等は

当該担保権を解除する。 

 

3 担保権の実行要件 

（1）  金融機関等は、本件担保権を実行する場合、あらかじめ書面により公社に通知

するものとし、本件担保権の実行について公社と協議を行うものとする。 

（2）  上記（1）の通知の前後において、金融機関等は公社の承諾なくして、本件担保

権を実行してはならない。ただし、融資債権の回収に重大な懸念が生じている場

合には、上記 2（1）①から③まで及び同（2）に基づき指定されたもの以外の本

件担保物については、公社の承諾を得ることなく、本件担保権を実行することが

できる。 

（3）  金融機関等は、本件担保権のうち、上記 2（1）①に設定した担保権を実行する

場合、次に掲げる内容を遵守しなければならない。 

①  金融機関等は、本件担保権の実行により運営権者の議決権株式の全部又

は一部を取得する者の決定について、あらかじめ公社の承認を得ること。 

②  上記①の承認を受けるにあたり、金融機関等は、運営権者の株主の変更

に伴う、本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出すること。 

（4）  金融機関等は、本件担保権のうち、上記 2（1）②並びに③及び同（2）に基づ

き指定された資産並びに地位・権利に対して設定された担保権を実行する場合、

次に掲げる内容を遵守しなければならない。 

①  公社が別途認めた場合を除き、これらを一括して同一の者に対して取

得・承継させること。 



 

 

②  金融機関等は、上記①に記載する者の決定につき、あらかじめ公社の承

認を得ること。 

③  上記②の承認を受けるにあたり、金融機関等は、かかる者による本事業

の承継及び承継後の本事業の実施体制、運営方法等に係る計画を提出する

こと。 

④  金融機関等は、上記①に記載する者による本事業の承継に直接関連して

公社に発生した費用を、当該①に記載する者をして公社に支払わせるこ

と。 

（5）  本契約が解除された場合において、本契約その他関連契約に基づき運営権者が

公社に対して有する金銭支払債権に対して設定した担保権を行使するときは、金

融機関等は、公社の承認なくして、当該担保権を実行することができる。ただ

し、本契約その他関連契約に基づき、公社が運営権者に対して有する相殺その他

の抗弁権は金融機関等に対しても対抗できるものとする。 

 

4 本契約の解除 

（1）  上記 1（2）②に基づき本契約第 107 条（運営権者の事由による本契約の解除）

に定める解除事由及び第 108 条（公社の任意による解除、公社の事由による本契

約の解除）第 1 項に定める解除事由が発生したことを公社が金融機関等に通知し

た場合において、当該通知を受領してから【30】日以内に金融機関等が協議を申

し出たときは、公社は【90】日間以上の協議期間を設け、本事業の継続について

金融機関等と協議を行うものとする。 

（2）  上記（1）の協議期間中及び以下の（3）に基づき承認された治癒計画が適正に

実施されていると認められる間は、公社は金融機関等の承諾なくして本契約を解

除しないものとする。ただし、公益上やむを得ない理由がある場合及び当該期間

中に別途本契約の解除事由が発生した場合を除く。 

（3）  金融機関等は上記（1）の協議において、当該解除事由の治癒方法に関する計画

を作成し、公社の承認を得なければならない。当該承認が得られた場合には、協

議期間中に金融機関等は自ら又は運営権者をして当該計画の実施を開始しなけれ

ばならない。なお、金融機関等は、当該計画を完了する義務を公社に対して負う

ものではない。また、当該計画の実施開始は、当該解除事由の治癒とはならず、

公社が別途当該解除事由の治癒が完了したことを確認した場合に限り、消滅する

ものとする。 

 

5 その他 

（1）  融資債権を譲渡する場合には、直接協定の地位も併せて承継させること。 

（2）  本契約の秘密保持義務規定と同等の内容の秘密保持義務規定を設けること。 

（3）  準拠法は日本法とし、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす



 

 

ること。 

 

以  上 

 


