・低 入札 価格調 査 に関する事務取扱いについて
（平16.７.１付34-61）
総務人事等担 当理事
経理資金担当 理事

から

募集販売 本部長

あて

各支社長
各地域支社長
改正

平成18年５月12日(ｲ)
平成20年７月30日(ﾛ)
平成21年３月17日(ﾊ)
平成21年５月20日(ﾆ)
平成23年５月20日(ﾎ)
平成25年５月16日(ﾍ)
平成28年12月26日(ﾄ)
平成29年３月16日(ﾁ)
平成31年４月18日(ﾘ)
令和４年３月11日(ﾇ)

標記について は、独立 行政法人都市 再生機構 会計実施細則 （平成16年独立行
政法人都市再 生機構達 第95号）第366条第２ 項の規定に基 づき、下 記のとおり定
めたので通知 する。(ｲ)(ﾊ)
この通達は、 平成16年７月１日から 施行する 。
記
１

調査基準 価格
契約担当役（ ４(2)を除き、分任契 約担当役 を含む。以下 同じ 。） は、工事
又は製造に係 る請負契 約（予定価格が １千万 円を超えるも のに限る 。）を競争
入札に付した 場合にお いて、契約の 相手方と なるべき者の 申込みに 係る価格
が次に掲げる 額（以下「調査基準価 格」とい う。）に満 たない場 合 には、２に
規定する調査 を行うも のとする。
(1) 予定価格の決定の 基礎となった 次に掲げ る額の合計額 。ただし 、その額
が、入札書比 較価格（ 予定価格に100／110を乗じて得た額 をいう。 以下同
じ。）に9.2／10を乗じ て得た額を超 える場合 にあっては9.2／10を乗じて得
た額とし 、入札書 比較 価格に7.5／10を乗じ て得た額に満 たない場 合にあっ
ては7.5／10を乗じて 得た額(ﾛ)(ﾆ)(ﾘ)(ﾇ)

1

イ

直接工事 費の額に 10分の9.7を乗じて得 た額(ﾛ)(ﾁ)

ロ

共通仮設 費の額に 10分の９を乗 じて得た 額(ﾛ)

ハ

現場管理 費の額に 10分の９を乗 じて得た 額(ﾛ)(ﾆ)(ﾎ)

ニ

一般管理 費等の額 に10分の6.8を乗じて 得た額(ﾛ)(ﾍ)(ﾇ)

(2)

特別なもの につ いては、(1)にかかわ らず、契約ご とに7.5／10から9.2

／10までの範 囲で別に 定める割合を 入札書比 較価格に乗じ て得た額 (ﾆ)(ﾘ)
２

調査の実 施
契約担当役は 、調査基 準価格を下回 る価格で 入札を行った 者により 、その
価格によって は契約の 内容に適合し た履行が なされないお それがあ ると認め
られるか否か について 、次の内容に より入札 者からの事情 聴取、関 係機関へ
の照会等の調 査（以下 「調査」とい う。）を 行うものとす る。
イ

その価格 により入 札した理由（ 必要に応 じ入札価格の 内訳書を 徴する。）

ロ

契約対象 工事付近 における手持 ち工事の 状況

ハ

契約対象 工事に関 連する手持ち 工事の状 況

ニ

契約対象 工事個所 と入札者の事 務所、倉 庫等との関連 （地理的 条件）

ホ

手持ち資 材の状況

ヘ

資材購入 先及び購 入先と入札者 との関係

ト

手持ち機 械数の状 況

チ

労務者の 具体的供 給見通し

リ

過去に施 工した機 構発注工事名 （他本部 等の発注分を 含む 。）(ﾄ)

ヌ

経営内容

ル

イからヌ までの事 情聴取した結 果につい ての調査検討

ヲ

リの機構 発注工事 の成績状況

ワ

経営状況

取引金 融機関、保証 会社等へ の照会

カ

信用状況

建設業 法違反の有無 、賃金不 払の状況、下 請代金の 支払遅延

状況、その他(ﾘ)
ヨ
３

その他必 要な事項
調査の結 果、適合 した履行がな されると 認められる場 合の措置
契約担当役は 、調査の 結果、最低価 格入札者 がした入札価 格により 契約の

内容に適合し た履行が なされると認 められた ときは、直ち に、最低 価格入札
者に落札した 旨を通知 するとともに 、他の入 札者全員に対 してその 旨を知ら
せるものとす る。
４

調査の結 果、適合 した履行がな されない おそれがある と認めら れる場合の
措置
(1)

契約担当役 は、調査の結果、最 低価格 入札者がした 入札価格 によって契

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 ときは、 調査の

2

結果及び意見 を記載し た書面（以下 「調査書 面」という 。）を 作成 し、(2)
に規定する契 約審査委 員に提出し、 その意見 を求めなけれ ばならな い。
(2)

契約担当役 は、契約審査会の 委員のう ちから、あらか じめ低 入札価格に

関する調査を 行うため の委員（ 以下「 契約審 査委員」という 。）を ３名指名
するものとす る。
５

契約審査 委員の審 査及び意見の 表示
契約審査委員 は、契約 担当役から意 見を求め られたときは 、調査書 面の審
査を行い書面 によって 意見を表示す るものと する。この場 合の意見 は多数決
によるもので はなく、 個別の意見を 表示する ものとする。

６

契約審査 委員の意 見に基づく落 札者の決 定
(1)

契約審査委 員の 表示した意見 のうち 、２名以上の意 見が契約 担当役の意

見（その価格 によって は契約の内容 に適合し た履行がなさ れないお それが
あると認めら れる意見 ）と同一であ った場合 は、契約担当 役は最低 落札者
を落札者とせ ず、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 低の価格 をもって申込 みをした 者（以下「次順 位者 」と いう。）
を落札者と決 定する。
なお、次順位 者が調査 基準価格を下 回る入札 者であった場 合には、 ２以
降の手続によ り落札者 を決定するも のとする 。(ﾘ)
(2)

契約担当役 は、契約審査委員 の表示し た意見のうち、２名以 上の意見が

自己の意見と 異なった 場合において も、なお 、契約の内容 に適合し た履行
がなされない おそれが あると認めた ことにつ いて、合理的 な理由が あると
きは、次順位 者を落札 者とすること ができる ものとする。
(3)

契約担当役 は、次順位者を落 札者と決 定したときは、最低価 格入札者に

対しては落札 者としな い旨の通知を 、次順位 者に対しては 落札者と なった
旨の通知をす るととも に、その他の 入札者に 対しては次順 位者が落 札者と
なった旨を知 らせるも のとする。な お、この 場合の通知は 文書によ るもの
とする。
７

理事長へ の報告(ﾘ)
契約担当役は 、次順位 者を落札者と したとき は、遅滞なく 当該工事 の落札
者決定に係る 調査の結 果及び自己の 意見を記 載した書面並 びに契約 審査委員
の意見を記載 した書面 の写しを添付 し、理事 長宛てに報告 するもの とする。
(ﾘ)
以

3

上

