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２ サービス購入料の算定方法および県による支払額 

(１) サービス購入料Ａ（設計・建設の対価） 

サービス購入料 A は、割賦元金（施設整備業務費、設計・建設段階におけるその他費

用）および割賦金利の合計額とする。これらは、開業準備期間および維持管理・運営期間

14 年６カ月の元利均等償還方式により県が支払う。 

 

項目 内容 

サービス 

購入料Ａ 

割賦元金 施設整備業務費、設計・建設段階におけるその他費用 

割賦金利 割賦元金に係る割賦金利 

 

 割賦金利は、次のとおりとする。 

項目 内容 

割賦金利 基準金利＋スプレッド（％） 

スプレッドは、事業者の提案によるものとする。なお、基準金利がマイナスに

なった場合は、基準金利部分を０％と読み替えることとする。 

 基準金利 0.550％ 

東京スワップレファレンスレート（TSR）６ヶ月 LIBOR ベース 15 年物（円／円） 

（午前 10 時時点として Telerate17143 ページに掲載されているもの） 

入札時における基準金利の適用日は、2018 年 9 月 3 日とする。 

金利確定日 引渡予定日の２銀行営業日前 

（銀行営業日でない場合はその前の銀行営業日） 

 
(２) サービス購入料 B（開業準備の対価） 

サービス購入料 B は、開業準備業務費とする。これは、開業準備業務の終了後に県が一

括方式により支払う。 

 
(３) サービス購入料 C（維持管理・運営の対価） 

サービス購入料 C は、維持管理業務費、運営業務費および維持管理・運営段階における

その他費用の合計額とする。 

県によるこれらの支払額は各回均等とするが、維持管理業務費のうち、修繕・更新業務

費の各回支払額については、業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認

めるものとする。 

項目 県による各回の支払額 

維持管理業務費 各回均等払いとする 

 うち修繕・更新業務費 業務実施内容に応じた支払いとする 

運営業務費 各回均等払いとする 

維持管理・運営段階におけるその他費用 各回均等払いとする 

  

削除: ４
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３ サービス購入料の支払方法 

(１) サービス購入料 A 

県は、サービス購入料 A について、初回は 2022 年 10 月から 12 月の四半期(3 カ月）

分、2 回目以降は四半期（3 カ月）分を１回とし（2 回目支払いは 2023 年 1 月、2 月、3 月

の 3 カ月分、最終回支払いは 2037 年 1 月、2 月、3 月の 3 カ月分とする。）、58 回にわ

たって支払う。 

事業者は、サービス購入料 C およびサービス購入料 D の請求時に併せて、請求書を県に

提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料 A を支

払う。 

なお、サービス購入料 A に係る消費税については、サービス購入料 A の 2 回目支払時に

全額を一括して支払う。 

 
(２) サービス購入料 B 

県は、サービス購入料 B について、開業準備業務の終了後に県が一括方式により支払

う。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料 Bを支払う。 

なお、サービス購入料 B に係る消費税については、サービス購入料 B の支払時に支払

う。 

 

(３) サービス購入料 C 

県は、サービス購入料 C について、初回は 2022 年 12 月の 1 カ月分、2 回目以降は四半

期（3 カ月）分を１回とし（2 回目支払いは 2023 年 1 月、2 月、3 月の 3 カ月分、最終回

支払いは 2037 年 1 月、2 月、3 月の 3 カ月分とする。）、58 回にわたって支払う（初回の

金額は、2回目以降の金額の概ね 1/3 とする。）。 

事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報告書」を県に提出する。県

は、「四半期報告書」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知

する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 C の

対価の支払請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対し

てサービス購入料 Cを支払う。 

なお、サービス購入料 C に係る消費税については、サービス購入料 C の支払時に支払

う。 

 

(４) サービス購入料 D 

県は、サービス購入料 D について、初回は 2022 年 12 月の 1 カ月分、2 回目以降は四半

期（3 カ月）分を１回とし（2 回目支払いは 2023 年 1 月、2 月、3 月の 3 カ月分、最終回

支払いは 2037 年 1月、2 月、3月の 3カ月分とする。）、58 回にわたって支払う。 

事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報告書」を県に提出する。県は、

「四半期報告書」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知す

削除: 1

削除: （初回の金額は、2 回目以降の金額

の概ね 1/3 とする。）
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事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負

担しなければならない。 

 

ア 請負業者賠償責任保険 

保険契約者 ：事業者 

被保険者  ：発注者、事業者および事業者から開業準備業務ならびに本施設の維持

管理・運営業務の委託を受けた者（下請負人を含む） 

保険の対象 ：業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損傷を与えた結果、

法律上の賠償責任による損害を担保 

保険期間  ：開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終

期とする 

てん補額  ：身体賠償：１名当たり１億円 

身体賠償・財物賠償：それぞれ１事故当たり５億円（合計 10 億円） 

免責金額  ：なし 

 

イ 施設賠償責任保険 

保険契約者 ：事業者 

被保険者  ：発注者、事業者および事業者から開業準備業務ならびに本施設の維持

管理・運営業務の委託を受けた者（下請負人を含む） 

保険の対象 ：施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任に

よる損害を担保  

保険期間  ：開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終

期とする 

てん補額  ：身体賠償：１名当たり１億円 

身体賠償・財物賠償：それぞれ１事故当たり５億円（合計 10 億円） 

免責金額  ：なし 

 

削除: 、１事故当たり 10 億円

削除: 10

削除: 、１事故当たり 10 億円

削除: 10


