独立行政法 人都市再生機構会計規程
（抜粋）
第10章 契約
（契約の方 法）
第51条 契約担当 役は 、売買、貸 借、請 負そ の他の契約 を締結 する 場合には、
一般競争に 付す。
２ 前項の 規定に かか わらず、次 の各号 の一 に該当する 場合に は、 指名競争に
付す。
一 契約の 性質又 は目 的により競 争に加 わる べき者が少 数で、 前項 の競争に
付する必要 がない とき
二 前項の 競争に 付す ることが不 利と認 めら れるとき
３ 前２項 の規定 にか かわらず、 次の各 号の 一に該当す る場合 には 、随意契約
による。
一 契約の 性質又 は目 的が競争を 許さな いと き
二 災害の 応急復 旧工 事を行う場 合その 他緊 急を要する 場合に おい て競争に
付する暇が ないと き
三 競争に 付する こと が不利と認 められ ると き
四 競 争 に 付 す る 場 合 よ り も 明 ら か に 有 利 と 認 め ら れ る と き （ 前 号 を 除 く 。）
４ 前３項 に規定 する 場合のほか 、機構 の事 業運営上特 に必要 があ る場合には 、
指名競争又 は随意 契約 によること ができ る。
５ 前２項 の規定 によ り随意契約 を締結 しよ うとすると きは、 なる べく２人以
上から見積 書をと らな ければなら ない。
（予定価格 ）
第52条 契約担当 役は 、契約を締 結しよ うと するときは 、あら かじ め、当該契
約に係る予 定価格 を設 定しなけれ ばなら ない 。ただし、 随意契 約の 方法によ
る場合にお いて、 契約 の内容が軽 易なも の又 は契約の性 質上予 定価 格書の作
成を要しな いと認 めら れるものに ついて は、 予定価格書 の作成 を省 略するこ
とができる 。
（保証金）
第53条 契約担当 役は 、競争に加 わろう とす る者から入 札保証 金を 、契約を締
結する者か ら契約 保証 金を納めさ せなけ れば ならない。 ただし 、そ の必要が
ないと認め る場合 にお いては、入 札保証 金又 は契約保証 金の全 部又 は一部を
免除するこ とがで きる 。
２ 前項の 保証金 の納 付は、確実 な担保 の提 供をもって これに 代え ることがで
きる。
（競争契約 の締結 ）
第54条 競争によ る契 約は、その 契約の 目的 に従い、予 定価格 の制 限の範囲内
で最高の価 格又は 最低 の価格をも って申 込み をした者を 契約の 相手 方とする。
ただし、機 構の支 出の 原因となる 契約の うち 別に定める ものに つい て、相手

方となるべ き者の 申込 みに係る価 格によ って は、その契 約の内 容に 適合した
履行がなさ れない おそ れがあると 認めら れる とき、又は その者 と契 約を締結
することが 公正な 取引 の秩序を乱 すこと とな るおそれが あって 著し く不適当
と認められ るとき は、 予定価格の 制限の 範囲 内の価格を もって 申込 みをした
他の者のう ち最低 価格 をもって申 込みを した 者を契約の 相手方 とす ることが
できる。
２ 機構の 所有に 属す る財産と機 構以外 の者 の所有する 財産と の交 換に関する
契約その他 その性 質又 は目的から 前項の 規定 により難い 契約に つい ては、同
項の規定に かかわ らず 、価 格及び その他 の条 件が機構に とって 最も 有利なも
の（同項た だし書 の場 合にあって は、次 に有 利なもの） をもっ て申 込みした
者を契約の 相手方 とす ることがで きる。
３ 機構は 、別に 定め るところに より事 業運 営上必要が あると 認め るときは、
前２項の規 定にか かわ らず、申込 みをし た者 のうち予定 価格の 制限 の範囲内
で最高又は 最低の 価格 をもって申 込みを した 者（第１項 ただし 書の 場合にあ
っては、予 定価格 の制 限の範囲内 をもっ て申 込みをした 他の者 のう ち最低の
価格をもっ て申込 みを した者、前 項の場 合に あっては、 価格及 びそ の他の条
件が機構に とって もっ とも有利な もの（ 前項 に引用する 第１項 ただ し書の場
合にあって は、次 に有 利なもの） をもっ て申 込みをした 者）と その 価格につ
いて協議を 行い、 合意 を得て、そ の者を 契約 の相手方と するこ とが できる。
この場合に おいて 契約 の価格は、 合意を 得た 価格とする 。
（契約書）
第55条 契約担当 役は 、契約を締 結しよ うと するときは 、その 履行 に関し必要
な要件を記 載した 契約 書を作成し なけれ ばな らない。た だし、 軽易 な契約に
ついては、 契約書 の作 成を省略し 、又は これ に代わる書 類をも って 処理する
ことができ る。
（監督）
第56条 契約が締 結さ れたときは 、検査 役は 契約の適正 な履行 を確 保するため 、
その履行の 状況に つき 必要な監督 をしな けれ ばならない 。ただ し、 契約の性
質又は内容 が 、 特 に監 督を要しな いと認 めら れるものに ついて は、 この限り
でない。
（検査）
第57条 契約の相 手方 が履行を完 了した とき 、又は履行 中にお いて 特に必要が
あるときは 、検査 役は その履行の 結果を 検査 しなければ ならな い。 ただし、
契約の性質 又は内 容が 、特に検査 を要し ない ものと認め られる とき は、この
限りでない 。
（工事の検 査等を 委託 した場合の 検査等 ）
第58条 独立行政 法人 都市再 生機 構業務 方法 書（平成 16年独立 行政 法人都市再
生機構規程 第１号 ）第 76条第１項 の規定 によ り工事の検 査又は 監督 を委託し
た場合にお いては 、第 49条及び前 条の規 定に よる検査役 の検査 又は 第 56条の
規定による 検査役 の監 督は、検査 又は監 督の 受託者の当 該工事 に係 る検査又

は監督の結 果を検 査役 が確認する ことを もっ てこれに代 えるこ とが できる。
（賃貸及び 譲渡契 約）
第59条 整備敷地 等、 住宅及び施 設の賃 貸、 譲渡及び引 渡し等 の契 約について
は、本章の 規定に かか わらず、機 構法、 省令 及び独立行 政法人 都市 再生機構
業務方法書 その他 理事 長の 定める ところ によ る。
（資金前渡 出納員 への 準用）
第60条 第51条から第 53条まで及 び第 55条か ら第 57条までの規 定は 、資金前渡
出納員につ いて準 用す る。

