
   鹿児島市社会福祉協議会契約要綱 

 

目次 

 第１章 通則（第１条・第２条） 

 第２章 一般競争入札（第３条―第２３条） 

 第３章 指名競争入札（第２４条―第２７条） 

 第４章 随意契約（第２８条―第３０条） 

 第５章 せり売り（第３１条・第３２条） 

 第６章 長期継続契約（第３３条・第３４条） 

 第７章 契約の締結（第３５条―第４３条） 

 第８章 雑則（第４４条・第４５条） 

 付則 

 

   第１章 通則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿児島市社会福祉協議会経理規程（平成２７年規程第６号。以下「経理

規程」という。）第７３条の規定に基づき、社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会（以下「本

会」という。）が締結する売買、貸借、請負その他の契約及び入札について必要な事項を定め

るものとする。 

 （契約の締結） 

第２条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり

売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、次に掲げる方法の区分に応じ、当該各号

に定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 

 (1) 指名競争入札 一般競争入札に付する必要がない場合又は適当でないと認められる場合

であって、経理規程第６６条第１条各号に掲げる場合に該当するとき 

 (2) 随意契約 入札に付することが適当でないと認められる場合であって、経理規程第６７

条第１項各号に掲げる場合に該当するとき 

 (3) せり売り 第３１条の規定に該当するとき 

３ 一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」という。）に付する場合

においては、契約の目的に応じ、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

込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、本会の支出の原因となる契約につ

いては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって

申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 

４ 競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、



その者の納付に係る入札保証金は、本会に帰属するものとする。 

５ 契約につき契約書を作成する場合においては、会長又はその委任を受けた者が契約の相手

方とともに、契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。 

   第２章 一般競争入札 

 （一般競争入札） 

第３条 会長は、契約をする場合には、経理規程第６５条の規定により一般競争入札に付さな

ければならない。 

 （一般競争入札の参加者の資格） 

第４条 会長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該

当する者を参加させることができない。 

 (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第

１項各号に掲げる者 

２ 会長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、その者について３年以内の期限を定めて一般競争入札に参加させないことができ

る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、

また同様とする。 

 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。 

 (4) 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代

価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既

納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査を実施に当たり職員の職務の執行

を妨げたとき。 

 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

 (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

 (7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

第５条 会長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に

必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、

従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。



この場合において、一般競争入札の参加者は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各

号に定める者でなければならない。 

 (1) 物品購入等の契約 鹿児島市の定める物品購入等入札参加有資格業者 

 (2) 業務委託等の契約 鹿児島市の定める業務委託等入札参加有資格業者 

 (3) 建設工事等の契約（これに付帯する業務委託を含む。） 鹿児島市の定める建設工事等競

争入札参加有資格業者 

２ 会長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これ

を公告しなければならない。 

第６条 会長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は

目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第

１項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の

当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定

め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。 

 （一般競争入札の公告） 

第７条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して１０日前までに社

会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会定款第５０条の規定により、次の事項を公告する。ただ

し、急施を要する場合には、その期間を５日前までに短縮できる。 

 (1) 入札に付する事項 

 (2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (3) 契約条項を示す場所 

 (4) 入札執行の日時及び場所 

 (5) 入札保証金に関する事項 

 (6) 落札価格に制限価格を設けるときは、その旨 

 (7) 郵送による入札を認めるときはその旨並びに郵送の方法、入札書の到達すべき日時及び

場所並びに入札書の指定受取人 

 (8) 入札の無効に関する事項 

 (9) その他入札に関し必要な事項 

２ 建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定するものをいう。

以下同じ。）については、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条第１項に定め

る見積期間を前項の公告期間とみなす。 

 （入札保証金） 

第８条 会長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、指定した入札の日時までに、現

金又は会長が確実と認める有価証券等をもって、その者の見積る入札金額の１００分の５以

上の入札保証金を納めさせなければならない。 

２ 入札保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては売却承諾書又は



白紙委任状を添付させなければならない。 

 （入札保証金の免除） 

第９条 会長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、

前条第１項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

 (1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本会を被保険者とする入札保証保険契約

を締結したとき。 

 (2) 入札に参加する場合において、第５条第１項に規定する資格を有する者が過去２年の間

に国、地方公共団体、独立行政法人その他会長が認める法人（以下「国その他法人」とい

う。）とその種類及び規模を同じくする契約を２回以上締結し、これらをすべて誠実に履行

したとき。 

 (3) 入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

２ 前項第１号に該当する場合において、入札に参加しようとする者は当該入札保証保険契約

に係る保険証書を会長に提出しなければならない。 

 （有価証券等） 

第１０条 第８条に規定する有価証券等は、次に掲げるものとする。 

 (1) 国債又は地方債 

 (2) 政府が保証する債券 

 (3) 銀行又は会長が確実と認める銀行以外の金融機関（以下「銀行等」という。）が振出し又

は支払保証をした小切手 

 (4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形 

 (5) 銀行等の定期預金 

 (6) その他会長が確実と認める担保 

 （有価証券等の評価） 

第１１条 前条に規定する有価証券等の評価は、次の各号に掲げる有価証券等の種類に応じ、

当該各号に定める額とする。 

 (1) 国債又は地方債 債券金額 

 (2) 政府が保証する債券 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異な

るときは、発行価額）の８割に相当する金額 

 (3) 銀行等が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額 

 (4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額（その手形の満期の日が当該

手形を提供した日の１月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応

じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額） 

 (5) 銀行等の定期預金 預金証書又は預金通帳の額 

 (6) その他会長が確実と認める担保 その都度会長が定める額 



 （入札保証金の還付） 

第１２条 入札保証金は、入札終了後還付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、落札者に対しては、契約締結後還付する。この場合において、

落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

 （一般競争入札の方法） 

第１３条 一般競争入札は、第７条第１項第４号に規定する指定の場所に、入札の参加者又は

その代理人が出席して行わなければならない。ただし、会長が郵送による入札を認めたとき

は、入札書であることを確認できるよう封筒に表記した書留郵便をもって入札書を送付する

ことができる。 

２ 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。 

３ 一般競争入札の開札は、第７条第１項の規定により公告した入札の場所において、入札の

終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立

ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

４ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

５ 会長は、第３項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限

の範囲内の価格の入札がないとき（第２０条第２項の規定により最低制限価格を設けた場合

にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき）

は、直ちに、再度の入札をすることができる。 

 （一般競争入札の立会い） 

第１４条 工事、設計、工事監理、調査及び物品購入等の契約（施設の建設及び大規模修繕等

（「社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」（平成１７年１０月

５日社援発第1005006号厚生労働省社会・援護局長通知）により整備するものをいう。）に伴

うものに限る。）に係る一般競争入札には、監事又は２人以上の理事（会長を除く。）及び評

議員（次項において「入札立会人」という。）が立ち会わなければならない。 

２ 入札立会人は、入札の結果に署名押印しなければならない。 

 （入札の無効） 

第１５条 会長が次の各号の一に該当すると認める入札は、無効とする。 

 (1) 第５条の規定による入札参加の資格のない者のした入札 

 (2) 第８条に規定する入札保証金を納付しない者（第９条第１項の規定により入札保証金の

納付を免除された者を除く。）のした入札 

 (3) 郵送による入札で、第７条第１項第７号に規定する指定の日時までに、指定の場所に到

達しないもの 

 (4) 入札書に記名押印のないもの又は記載事項を判読しがたいもの 

 (5) 同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

 (6) 入札者が同一事項について他の参加者の代理人として入札したとき。 



 (7) 入札金額を訂正したもの 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 （入札の取消し、延期等） 

第１６条 会長は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、公正な入札が行われないと

認められるとき、又は入札者が入札に関する条件に違反したときは、入札を延期し、若しく

は取り消し、又は開札を延期することができる。 

２ 前項の規定により入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期したときは、速やか

にその旨及びその理由を参加者に通知しなければならない。 

 （予定価格） 

第１７条 会長は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等

によって予定し、その予定価格を記載した書面（以下「予定価格調書」という。）を封書にし、

開札の際これを開札場所に置かなければならない。 

２ 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。た

だし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合において

は、単価についてその予定価格を定めることができる。 

３ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行

の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

４ 会長は、不動産の売払い又は貸付けに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、

一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。 

 （落札者決定の場合の措置） 

第１８条 会長は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通

知しなければならない。 

２ 会長は、前項の規定による通知をしたときは、入札書に「  年  月  日落札決定通

知承諾」の表示をし、当該落札者又はその代理人に押印させるものとする。ただし、郵送に

よる入札を認めた場合において、当該入札者が落札したときは、前項の通知をもってこれに

代えることができる。 

 （一般競争入札のくじによる落札者の決定） 

第１９条 会長は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該

入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者の

うちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

 （一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合） 

第２０条 会長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよ

うとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当

該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそ



れがあると認めるとき、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であると認めるときは、その者を落札者とせず、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

た者を落札者とすることができる。 

２ 会長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとす

る場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めると

きは、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の１０分の６以上の範囲内であらかじめ最

低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした

者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。この場合におい

ては、最低制限価格を設けた旨を入札前に公表しなければならない。 

３ 前項の最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格調書に併記しなければならない。 

第２１条 会長は、一般競争入札により本会の支出の原因となる契約を締結しようとする場合

において、当該契約がその性質又は目的から第２条第３項本文又は前条の規定により難いも

のであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込

みをした者のうち、価格その他の条件が本会にとって最も有利なものをもって申込みをした

者を落札者とすることができる。 

２ 会長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする

場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、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であると認めると

きは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、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、価格その他の条件が本会にとって最も有利なものをもっ

て申込みをした者を落札者とすることができる。 

３ 会長は、前２項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入

札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込み

のうち価格その他の条件が本会にとって最も有利なものを決定するための基準（以下「落札

者決定基準」という。）を定めなければならない。 

４ 会長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者（次

項において「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 会長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて

落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴く

ものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定

しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

６ 会長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第７条第



１項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項のほ

か、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定

基準についても、公告をしなければならない。 

 （一般競争入札の落札の取消し） 

第２２条 会長は、落札者が次の各号の一に該当すると認められるときは、落札を取り消すこ

とができる。 

 (1) 落札者が第３５条第１項の規定に違反したとき。 

 (2) 入札の際、不正があったと認められるとき。 

 (3) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。 

 （再度公告入札の公告期間） 

第２３条 会長は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合に

おいて、さらに入札に付そうとするときは、第７条の公告期間を５日までに短縮することが

できる。 

   第３章 指名競争入札 

 （指名競争入札） 

第２４条 会長は、指名競争入札に付そうとするときは、次条において準用する第５条に規定

する資格を有する者の中から、別に定める基準により、なるべく５人以上指名するものとす

る。 

 （指名競争入札の参加者の資格） 

第２５条 第４条の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。 

２ 会長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事

又は製造の請負、物件の買入れその他会長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類

及び金額に応じ、第５条第１項及び第６条に規定する事項を要件とする資格を定めなければ

ならない。 

３ 第５条第２項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

 （指名競争入札の参加者の指名等） 

第２６条 会長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加する

ことができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合においては、会長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をそ

の指名する者に通知しなければならない。 

３ 第７条第２項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

４ 会長は、次条において準用する第２１条第１項及び第２項の規定により落札者を決定する

指名競争入札（以下「総合評価指名競争入札」という。）を行おうとする場合において、当該

契約について第２項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければな



らない事項及び前項において準用する第７条第２項の規定により明らかにしておかなければ

ならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札

に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。 

 （指名競争入札の入札保証金等） 

第２７条 第８条から第２０条まで、第２１条（第６項を除く。）及び第２２条の規定は、指名

競争入札の場合について準用する。 

   第４章 随意契約 

 （随意契約） 

第２８条 経理規程第６７条第２項及び第３項の場合においては、予定価格又は落札金額を分

割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約

を締結することができる。 

 （見積書等の徴取） 

第２９条 随意契約によろうとするときは、２以上の業者から見積りを徴し比較するなど適正

な価格を客観的に判断しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

１以上の業者から見積りを徴すれば足りるものとする。 

 (1) 分解検査後でなければ見積りができない物品の修繕 

 (2) １件１０，０００円未満の消耗品の購入 

 (3) 写真の現像及び焼付け 

 (4) １件１０，０００円未満の機器類及び車両の修理（車検を除く。） 

 (5) 美術、工芸品等の購入 

 (6) 生花の購入 

 (7) １件１０，０００円未満の原材料の購入 

 (8) １件１０，０００円未満の報償物品の購入 

 (9) １件１０，０００円未満の筆耕翻訳 

 (10) １件１０，０００円未満の施設修繕 

 (11) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積りを徴することを

要しない。 

 (1) 図書、定期刊行物、新聞、追録、地図その他これらに類するものの購入 

 (2) 郵便切手、はがき、印紙、証紙、商品券及び乗車券類の購入 

 (3) 食料（教養講座、サロン活動、イベント等で消費するものに限る。）、給食材料、栄養講

習等の材料の購入 

 (4) 検査品の購入（買取に係るものに限る。） 

 (5) 国、地方公共団体等からの購入 

 (6) 法令により価格の定められている物件を買い入れるとき。 



 （一般競争入札に係る規定の準用） 

第３０条 第１７条、第１８条第１項及び第２２条の規定は、随意契約の場合にこれを準用す

る。ただし、経理規程第６７条第１項第１号の表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄

に定める額を超えない契約を締結しようとするときは、第１７条第１項に規定する予定価格

調書の作成を省略することができる。 

２ 前項ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略したときは、予算執行予定額等を予

定価格とみなす。 

   第５章 せり売り 

 （せり売り） 

第３１条 第２条第２項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当

該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。 

２ 前項の規定により、せり売りできるもののうち、予定価格５０万円以上のものにあっては、

会長の承認を受けなければならない。 

 （せり売りの手続） 

第３２条 第７条から第２３条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。 

   第６章 長期継続契約 

 （長期継続契約を締結することができる契約） 

第３３条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、

経理規程第６７条の２各号に定める契約については、これを締結することができる。 

２ 経理規程第６７条の２第４号エに定める物品の契約は、第１号から第３号までに掲げるも

のをいう。ただし、第４号及び第５号に掲げるものを除く。 

 (1) リースで調達することが適当な物品のリース契約（物品の貸主が、新たに購入等により

調達した物品を長期にわたって使用者に貸し付け、当該物品に係る投資額の全額をその契

約で回収する契約をいう。以下同じ。） 

 (2) １枚当たりの単価で契約を締結しているコピーサービス等の契約のうち、その単価に機

器のリース料金を含む契約 

 (3) リース契約（前号に定めるものを含む。次条において同じ。）により借り入れた物品に係

る保守及び維持管理に関する契約 

 (4) レンタル契約（借り入れる期間が短い契約で、物品の貸主が当該賃貸借物品に係る費用

の全額を 1回の契約で回収しないものをいう。） 

 (5) 再リース契約（リース期間満了後に、借り入れていた物品を再び借り入れる契約をいう。） 

３ 経理規程第６７条の２第５号イに定める役務の提供を受ける契約は、原則として第１号か

ら第３号までに掲げる要件を満たすものをいう。ただし、当該要件を満たすものであって、

経理規程第６７条第１項各号に定める随意契約により契約しているものを除く。 

 (1) 年度当初から経常的に、かつ、毎年度継続して役務の提供を受けるもの 



 (2) 契約の履行に当たって機器の導入等の初期費用が必要なため、単年度契約では支出が増

加するおそれがあるもの 

 (3) 契約締結時において、仕様の変更が予定されていないもの 

 （長期継続契約を締結することができる期間） 

第３４条 経理規程第６７条の３の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 経理規程第６７条の２第４号に定める契約 

ア 借り入れる物品に応じて減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に定める耐用年数（以下「耐用年数」という。）に１００分の１２０を乗じ

て得た年数（１年未満の端数があるときは、これを１年に切り上げた年数）を超えない

期間 

イ リース契約により借り入れた物品に係る保守管理契約にあってはその契約期間 

 (2) 経理規程第６７条の２第５号に定める契約 

ア 機械警備業務の契約にあっては８年を超えない期間 

イ アに掲げる契約以外の契約にあっては、５年又は契約の履行に必要な機器等の耐用年

数に１００分の１２０を乗じて得た年数（１年未満の端数があるときは、これを１年に

切り上げた年数）のうち、短い方の年数を超えない期間 

   第７章 契約の締結 

 （契約の締結） 

第３５条 落札者は、第１８条（第２７条、第３０条及び第３２条において準用する場合を含

む。）の規定により通知を受けた日から、５日以内に契約書及び契約に必要な書類を提出しな

ければならない。ただし、建設工事の請負並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計の

業務の委託（以下「建設工事等」という。）の契約に係る落札者については、第１８条（第   

２７条及び第３０条において準用する場合を含む。）の規定による通知を受けた日から７日

以内とする。 

２ 会長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期日を延長することができる。 

３ 会長は、理事会の決議に付すべき契約を締結するときは、理事会の決議を経たときに、当

該契約が成立する旨を落札者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結

するものとする。 

 （契約書の作成） 

第３６条 契約をしようとするときは、経理規程第６８条第１項に定めるところにより、別記

に定める事項を参酌して契約書を作成しなければならない。 

２ 建設工事に係る請負契約は、会長が別に定める。 

 （契約書作成の省略） 

第３７条 経理規程第６９条第１項各号の一に該当する場合は、前条第１項の規定による契約



書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。 

 （契約保証金等） 

第３８条 契約締結に際しては、現金又は会長が確実と認める有価証券等をもって、契約金額

の１００分の１０以上の契約保証金を契約の相手方に納めさせなければならない。 

２ 契約の相手方が、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、会長が確実と認める金融機

関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４

項に規定する保証事業会社の保証を付するときは、契約の相手方に当該保証に係る保証証書

を提供させなければならない。 

３ 第８条第２項、第１０条及び第１１条の規定は、第１項の有価証券等に準用する。 

 （保証証書の評価） 

第３９条 前条第２項の保証証書の評価額は、保証金額とする。 

 （契約保証金等の免除） 

第４０条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部

を納めさせないことができる。 

 (1) 契約の相手方が保険会社との間に本会を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

 (2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

 (3) 第５条第１項に規定する資格を有する者と契約（契約金額が１５０万円を超える建設工

事等に係る契約を除く。）を締結する場合において、その者が過去２年の間に国その他法人と

その種類及び規模を同じくする契約を２回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 (4) 建設工事等に係る契約を締結する場合において、契約金額が１５０万円以下であり、か

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 (5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。 

 (6) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。 

 (7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が８０万円（保管、運送の契約のときは、

３０万円）を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められるとき。 

 (8) 国その他法人と直接契約を締結するとき。 

 (9) 委託契約（建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務の委託契約を除く。）を締結す

るとき。 

 (10) 土地又は建物を買い入れ又は借り入れる契約をするとき。 

 (11) 土地、建物又は立木を売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金につい

て定めがあるとき。 

 (12) その他会長が特に認めたとき。 



 （契約保証金の還付） 

第４１条 契約保証金は、契約履行後又は契約の解除事由に該当することにより契約を解除し

たとき還付するものとする。ただし、契約履行の進度によって契約保証金の全部を留保する

必要がないと認めるときは、その半額以内を還付することができる。 

２ 前項ただし書の規定によって契約保証金を還付するのは、契約の履行が３分の２以上の程

度に達したものと認められる場合に限る。 

 （契約保証人） 

第４２条 会長は必要があるときは、契約保証人を立てさせるものとする。 

２ 契約保証人は、契約の相手方が契約を履行することができない理由が生じたときは、直ち

にその債務を承継するものとする。 

 （契約保証人施行） 

第４３条 会長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期限までに契約を履

行せず、又は履行の見込がないと認められるとき、その他契約に違反したときは、契約保証

人に対して書面により、契約を履行することを請求することができる。この場合、契約の相

手方に対しても書面により通知しなければならない。 

   第８章 雑則 

 （選定委員会） 

第４４条 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する競争入札の参加者の選定等

を適正かつ公平に行うため、選定委員会を置く。 

２ 選定委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 （委任） 

第４５条 この要綱に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後に締結する契約（施行日

前に締結した契約を変更する契約を除く。）について適用し、施行日前に締結した契約につい

ては、なお従前の例による。 

   付 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  



別記 契約書記載事項 

 （本会の催告による解除権） 

第１条 本会は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除し、本会が受けた損害の賠

償を請求することができる。 

 (1) 正当な理由なく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。 

 (2) 正当な理由なく､本会の指示監督に従わないとき｡ 

 (3) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず、又は履行の

見込みがないと明らかに認められるとき。 

 (4) 正当な理由なく､第１３条第１項の履行の追完がなされないとき｡ 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 

 （本会の催告によらない解除権） 

第２条 本会は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除し、

本会が受けた損害の賠償を請求することができる。 

 (1) 第１２条第１項及び第２項の規定に違反したとき｡ 

 (2) 債務の全部の履行が不能であるとき。 

 (3) 契約の相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (4) 債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達するこ

とができないとき。 

 (5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしない

でその時期を経過したとき。 

 (6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務の履行をせず、本会が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

 (7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において

同じ。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条

において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる

債権を譲渡したとき。 

 (8) 第５条又は第６条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

 (9) 契約の相手方（契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（契約の相手方が個人である場合にはその者を、契約の相手方が法人である場



合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

  イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

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

る目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

  カ 下請契約又は購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  キ 契約の相手方が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、本会が契約の相手方

に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかつたとき。 

 （本会の任意解除権） 

第３条 前２条に定める場合のほか、本会は、契約の目的物の完成又は完納前において、いつ

でも契約の相手方の損害を賠償して、契約を解除することができる。この場合において、賠

償額は、本会が契約の相手方と協議して定めるものとする。 

 （本会の解除に伴う措置） 

第４条 第１条又は第２条の規定により契約を解除した場合においては、当該契約の既済部分

又は既納部分（以下「履行部分」という。）及び持込材料に対し本会が相当と認める金額を交

付して引き渡させることができる。 

 （契約の相手方の催告による解除権） 

第５条 契約の相手方は、本会がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

微であるときは、この限りでない。 

 （契約の相手方の催告によらない解除権） 

第６条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除すること

ができる。 

(1) 本会が契約内容を変更したため、契約金額が３分の１以上増減したとき。 

(2) 第８条第２項の規定により、契約の履行を中止した場合において、その中止期間が契

約期間の３分の１を超えるとき。 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約に



よるものとする。 

 （契約解除の場合の原状回復等） 

第７条 契約を解除した場合において本会の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、契

約の相手方は本会の指示に従いこれを本会に返還し、また契約の相手方の物件その他本会が

返還を受けることを要しない物件があるときは、本会と契約の相手方が協議して定めた期間

内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないと

きは、この限りでない。 

２ 契約の相手方が正当な理由がないのに前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復

をしないときは、本会は、契約の相手方に代わってその物件を処分することができる。この

場合において、契約の相手方はその処分方法について異議の申立てができないとともに、こ

れに要した費用を負担しなければならない。 

 （契約変更等） 

第８条 契約期間中に賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著

しく不適当であると認められるようになった場合は、本会は、契約の相手方と協議して契約

金額を変更することができる。 

２ 前項に規定する場合のほか、本会が必要と認めたときは、契約の相手方と協議して契約の

内容を変更し、又は履行の中止若しくは打切りを命ずることができる。 

３ 設計変更により契約金額を変更する必要があるときは、現契約金額と現設計金額との比率

を変更設計額に乗じて計算し、契約金額を増減するものとする。 

４ 本会は、前３項の規定により契約を変更する場合において必要があると認めるときは、契

約の履行の確保のために付された保証の内容を変更し、又は契約の相手方に変更させるもの

とする。 

５ 第２項の規定により契約を変更し、又は履行の中止若しくは打切りを命じたことにより契

約の相手方が損害を受けたときは、本会は、その損害を賠償する。この場合において、賠償

額は、本会が契約の相手方と協議して定めるものとする。 

 （契約期限又は期間の延長） 

第９条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由によって契約期限又は期間中に義務

を履行することができないときは、事前にその理由を明らかにして期限又は期間の延長を願

い出ることができる。この場合、延長の期限又は期間は、本会が契約の相手方と協議して定

めるものとする。 

 （履行の着手） 

第１０条 契約の相手方は、契約を締結した日から１０日以内に当該契約の履行に着手しなけ

ればならない。ただし、特に着手期日を定めたとき、又は着手期日の延期を書面により願い

出て本会の承諾を受けたときは、この限りでない。 

 （工程表の提出） 



第１１条 本会は、建設工事の契約に際し、契約の相手方に対して工程表を提出させなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本会がその必要がないと認めるときは、工程表の提出を省略さ

せることができる。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第１２条 契約の相手方は、本会の書面による承諾を受けないで、契約によって生ずる債権そ

の他権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任し、若し

くは請け負わせてはならない。 

２ 物件の借受人は、借受物件の亡失又はき損に対しては、本会の指定した賠償金又は修繕費

を納付しなければならない。 

３ 前項の場合において、本会は、代品を提供させ、又はき損物件の修理をさせることができ

る。 

 （契約不適合責任） 

第１３条 本会は、契約の相手方の履行が契約の内容に適合しないものである場合は、契約の

相手方に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求

することができる。 

２ 前項の場合において、本会が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、本会は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、本会は、催告をすることなく、直ちに

代金の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、本会がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

 （契約の履行の確保） 

第１４条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結

した場合においては、職員は、次条に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するた

め又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に

おいて行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必

要な監督又は検査をしなければならない。 

２ 前項の規定による契約の履行の確保又は給付の完了を確認するための監督又は検査は職員

の中から本会が命令した職員（以下監督を命ぜられた職員を「監督員」と、検査を命ぜられ



た職員を「検査員」という。）がこれを行う。 

３ 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務と兼ねることができない。 

４ 契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務

を履行しないときは、その契約保証金は、本会に帰属するものとする。ただし、損害の賠償

又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 

 （監督又は検査の方法） 

第１５条 前条第１項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行なわなけれ

ばならない。 

２ 前条第１項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類（当該関係

書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければならない。 

３ 本会は、前条第１項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の

期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補

修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められると

きは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。 

４ 本会は、前条第１項規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすること

その他の理由により職員によって監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でない

と認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。 

 （検査） 

第１６条 契約の相手方は、契約の目的たる給付が完了したとき、又は当該契約の履行部分及

び持込材料の確認を受けようとするときは、速やかに本会に届け出て、検査を受けなければ

ならない。ただし、契約の相手方から確認の届出がないときは、確認の届出をまたずに検査

を行うことができるものとする。 

２ 検査の時期は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。 

 (1) 工事 完成の届出を受けた日から１４日以内 

 (2) その他の給付 完成又は完納の届出を受けた日から１０日以内 

 (3) 特別の理由により契約の相手方の承諾を受けたとき 届出を受けた日から工事にあって

は２１日以内、その他の給付にあっては１５日以内 

 （監督又は検査を委託して行った場合の確認） 

第１７条 本会は、第１５条第４項の規定により、監督又は検査を委託して行わせた場合にお

いては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなけれ

ばならない。 

２ 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ、支払をすることはできな

い。 

 （不合格の場合の措置） 

第１８条 検査員は、不合格となったものについて、補修、改装又は引換えをさせる必要があ



るときは、補修、改装又は引換えをさせることができる。ただし、本会が特に認めた場合を

除き、これらの事項を理由にして契約期限を延長することはできない。 

 （減価採用） 

第１９条 物品の買入れの契約において、契約の相手方が納入した目的物に不備の点があって

も、使用上支障がないと認めるときは、相当減価のうえ、これを採用することができる。 

 （目的物の引渡し完了） 

第２０条 物件の買入れの場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した

ときをもって完了する。 

２ 工事又は製造の請負の場合における目的物の引渡しは、第２３条第１項第１号の確認検査

後、契約の相手方の書面による目的物引渡申出をもって完了する。ただし、契約で特別の定

めをした場合は、当該契約による。 

 （危険負担） 

第２１条 本会及び契約の相手方双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行

することができなくなったときは、本会は、反対給付の履行を拒むことができる。 

２ 本会の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、本会は、

反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、契約の相手方は、自己の債務を

免れたことによって利益を得たときは、これを本会に償還しなければならない。 

 （監督員の一般的職責） 

第２２条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造その他の契約に係る仕様書、設計書そ

の他関係書類に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原本図等を作成し、又は契約

の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。 

２ 監督員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中におけ

る工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必

要な指示をするものとする。 

３ 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないよう

にするとともに、監督において特に知ることができた当該業務上の秘密に属する事項は、こ

れを他に漏らしてはならない。 

４ 監督員は、定期又は随時に、監督の実施についての報告を上司にしなければならない。 

 （検査員の一般的職責） 

第２３条 検査員は、次に掲げる事項について契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づ

き、検査を行わなければならない。 

 (1) 契約についての給付の完了確認検査 

 (2) 契約保証人に対して契約の履行を請求した場合における契約の相手方の履行部分の確認

検査 

 (3) 第４条の規定により引渡しを受ける場合におけるその履行部分及び持込材料の確認検査 



 (4) 次条第１項の規定により遅延賠償金を徴収する場合におけるその履行部分の確認検査 

 (5) 第２９条第１項の規定により部分払をする場合におけるその履行部分の確認検査 

 (6) 第３２条第１項の規定により支払をする場合におけるその持込材料の確認検査 

２ 検査員が前項の検査を行うときは、契約の相手方又はその代理人及び必要があるときは監

督員の立会いを求めなければならない。ただし、契約の相手方又は代理人が立ち会わないと

きは、欠席のまま検査を執行することができる。この場合において、契約の相手方は検査の

結果について異議を申立てることができない。 

３ 第１項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うもの

とする。 

４ 検査員は、第１項の検査を行ったときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。

ただし、物件の買入れのうち、軽易なものについては、契約の相手方の提出した代金の請求

書に検査済印を押して、これに代えることができる。 

５ 前条第３項の規定は検査員に準用する。 

 （遅延賠償金） 

第２４条 本会は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行

し終わらない場合において、契約の相手方の履行を認めるときは、当該履行期限の翌日から

履行を終わった日までの日数に応じ、契約金額から当該履行部分に相応する契約金額を控除

した額に当該契約（変更契約を除く。）の締結の日における民事法定利率（民法第４０４条第

３項の規定に基づき法務省令で定める率であって、年当たりの率は、閏年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの率とする。以下同じ。）を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収

するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除する

ことができる。 

２ 前項の規定により計算した遅延賠償金の額が１００円未満であるときは、遅延賠償金を徴

収しないものとし、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの

とする。 

３ 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。 

４ 延滞日数の計算については、検査その他本会の都合によって経過した日数はこれを算入し

ない。 

 （契約代金の支払） 

第２５条 契約代金は、第２３条第４項に規定する検査調書又は、検査済印に基づかなければ

支払をすることができない。 

 （契約保証人施行による契約代金の支払） 

第２６条 本会は、契約保証人に対して契約を履行することを請求した場合には、速やかに検

査し、契約の相手方に当該履行部分の代金を支払うものとする。 

２ 本会は、契約保証人に契約の履行を請求したときは、その者の履行部分についての契約代



金は、当該契約保証人に支払うものとする。 

 （代金前納の原則） 

第２７条 物件の売払い又は貸付けをするときは、その引渡し又は登記若しくは登録前にその

代金又は貸付料を完納させなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合で契約

に特別の定めをしたときは、この限りでない。 

 (1) 非常災害があった場合において、被災者又はその救護を行う者に対し、救助に必要な物

件の売払い又は貸付けをするとき。 

 (2) 公益の用に供するため直接国その他法人に対して必要な物件の売払い又は貸付けをする

とき。 

 (3) 本会で生産された生産物等の売払いをするとき。 

 (4) 前各号以外の場合で金額が１００万円以上の物件の売払い又は貸付けをするとき。 

 （前金払） 

第２８条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 

 (1) 官公署に対して支払う経費 

 (2) 補助金、負担金、交付金及び委託費 

 (3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費 

 (4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の

移転料 

 (5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料 

 (6) 運賃 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱い

に支障を及ぼすような経費で本会が別に定めるもの 

２ 前項の規定による前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する

経費で前金払を必要とするときは、契約の相手方をして、連帯保証人を立て、又は担保物を

提供させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 本会は、前項の連帯保証人が不適当であると認めるときは、これを変更させることができ

る。 

４ 前金払を受けようとする者が、第２項に定める連帯保証人を立てず、若しくは担保物を提

供せず、又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは、契約の如何にかかわらず、

前金払をしない。 

 （前金払の返還） 

第２９条 次の場合には契約の相手方をして、前払金を返還させなければならない。 

 (1) 契約の解除を必要とするとき。 

 (2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行が著しく遅延したと認めるとき。 

２ 契約の解除をしようとするときにおいて、返還させるべき金額は、本会が契約の相手方と



協議のうえ算定する。 

３ 契約の相手方が第１項の義務を履行しない場合において提供した担保物があるときは、本

会は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときは、これを追徴する。 

 （部分払） 

第３０条 本会は、契約の相手方から部分払の請求があったときは、工事若しくは製造の請負

又は物件の買入れに係る履行部分に対し、財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めたもの

に限り、契約の目的物の完成又は完納前に契約代金の一部を支払うことができる。 

２ 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては１００万円以上、その他のものにあって

は８０万円以上の契約で、その履行部分が１０分の３以上のときに限るものとする。ただし、

本会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

第３１条 前条の規定により部分払をする場合における支払金額は、工事又は製造の請負につ

いては、その履行部分に対する代価の１０分の９、物件の買入れについては、その履行部分

に対する代価を超えることができない。ただし、継続事業等で年度末に部分払をする場合又

は性質上分割計算のできる場合は、その履行部分の代価の全額までを支払うことができる。 

２ 前金払を受けた者に対する部分払の支払額は、当該部分払に係る履行部分に応ずる前金払

の額を控除した額とする。 

 （部分払の回数） 

第３２条 前条の規定による工事の履行部分に対する部分払の支払回数は、次に掲げる請負金

額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。 

 (1) 請負金額 １，０００万円未満 １回 

 (2) 請負金額 １，０００万円以上５，０００万円未満 ２回 

 (3) 請負金額 ５，０００万円以上 ３回。ただし、３，０００万円増すごとに１回を加え

ることができる。 

 （持込材料の代価の支払） 

第３３条 工事の持込材料のうち加工又は特殊材に対しては、その代価の１０分の９以内の支

払をすることができる。 

２ 前項の持込材料は、第２３条第１項第５号の規定に基づく検査を完了したものに限る。 

３ 第１項の持込材料の代価は、設計書その他関係書類により本会が認定する。 

 （火災保険等） 

第３４条 契約の相手方は、本会が指定する契約目的物及び工事材料（本会の支給材料を含む。）

には、火災保険等をかけなければならない。 

２ 火災保険等に付する時期、期間、金額、保険会社等については、本会が契約の相手方と協

議して定めるものとし、保険証書は、保険契約締結後直ちに本会に寄託するものとする。 

 


