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 現 場 説 明 書  
 
 
１ 工 事 請 負 契 約 書 案 に つ い て   
                                                                                    

契約書の条項 説 明 事 項 

 

 ９－１ 
 
 ９－５ 
 
 
 
 
 
  １０－１ 
 
 
 
 
  １０－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １８－１ 
 
 
 
 
  ２０－３ 
 
 
 
 ２４－１ 
 
 
 
 
 

 

 監督員の通知は、監督を統括する建設所長等が行う。 
 
  この契約の履行に関し、受注者から発注者に直接提出する書類を次のと
おり指定する。 

一 前払金請求書及び前払金に係る保証証書 
二 発注者の請求に基づく工期の短縮に係る承諾書及び工事目的物の部
分使用に係る同意書 

 
 現場代理人は、契約締結時から発注者が行う工事の完成を確認するため
の検査に合格するまでの間において、受注者の社員であること。 
  現場代理人並びに主任技術者等の氏名を通知する場合は、それぞれの資
格及び経歴書を添付すること。 
 
 発注者が現場代理人の工事現場における常駐緩和を認める場合の条件
は、現場の作業状況等に応じて発注者との連絡体制を確保した上で、次の
とおりとする。 

一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開
始されるまでの期間 

二 第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時
中止している期間 

三 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であっ
て、工場製作のみが行われている期間 

四 工事現場において作業等が行われていない期間 
五 工事の規模及び内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の
運営及び取締り等が困難ではなく、かつ、発注者又は監督員と常に携
帯電話等で連絡が取れる場合 

    [注] 困難ではない場合とは、主任技術者又は監理技術者の専任が
必要とされない程度の規模及び内容を言う。 

 
  確認を請求する場合の通知は、単に発見した事実関係のほか、必要に応
じて工事内容の変更等に必要な資料及び図面等を添付すること。また、調
査のため監督員から資料等の提出を求められたときは、これに協力するも
のとする。 
 
  増加費用の負担及び損害の負担（以下「増加費用等」という。）は、予
測し難い理由により、施工途上にある工事の主要部分を長期にわたって中
止したために、著しい増加費用等が生じた場合とする。 
 

一 請負代金額の変更の時期は、原則としてその必要が生じた都度行う
が、変更見込金額が請負代金額の１０分の１以内の場合は工期末（債
務負担行為に基づく契約にあっては、変更見込金額が当該事業年度の
出来高予定額の１０分の１以内の場合は、第２５条を適用する場合を
除き当該事業年度末又は工期末）に行う。 

二 請負代金額の変更については、次のとおりとする。 
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  ２９－４ 
 
 
 
 
 
      
 ３４－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ３４－３ 
 
 
 

(1) 総価契約単価合意方式により契約を締結したときは、当該契約
書により行う。 

(2) 総価契約単価合意方式以外の方法により契約を締結したとき 
は、発注者の変更積算額に請負比率（請負代金額を現契約の発注  
者の積算額で除した比率）を乗じたものを基礎として、発注者と  
受注者とが協議して定める。 

 
  賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」とい
う。）は、スライドの請求を受理した日から残工期が２ヶ月以上なければ
適用しない。（再スライドの場合も同様。） 
 
  変動差額算定の基礎となる残工事量を確認するための検査は、スライド
の請求を受理した日から１４日以内に行う。この場合に、受注者の責めに
より遅延していると認められる工事量は、残工事に含めない。（再スライ
ドの場合も同様。） 
 
  再スライドの請求は、前回スライドの請求を受理した日から１２ヶ月を
経過した後でなければこれを行うことができない。 
 
  「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれ
のある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。 
 
  「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２９条第２項により確認
された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。 
  「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう｡ 
  １回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の５の額（この額が２０万
円を超えるときは２０万円）に満たない場合は、「当該損害の額」は０と
して取扱う。 
 

一 前払金の支払いは、請負代金額の１０分の４または１０分の３を超
えない額（債務負担行為に基づく契約にあっては、各事業年度の出来
高予定額の１０分の４または１０分の３を超えない額）とする。ただ
し、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かについ
ての調査（以下「低入札価格調査」という。）を受けた者との契約に
あっては、これを請負代金額の１０分の２を超えない額（債務負担行
為に基づく契約にあっては、各事業年度の出来高予定額の１０分の２
を超えない額）とする。 

 
二 債務負担行為に基づく２事業年度以上にわたる工事の前払金につい
て、当該契約を締結をした事業年度において当該事業年度の翌事業年
度の出来高予定額を対象として前払金を支払う旨を入札説明書、入札
通知書若しくは見積依頼書に記載のあるときは、以下のとおり取り扱
う。 

 
  (1) 翌事業年度の出来高予定額に対する前払金は、受注者の請求に基

づき今事業年度に支払う。 
   (2) 翌事業年度において部分払として請求することができる額の算定

にあたり、工事請負契約書第４０条第２項に規定する算式について
は、同算式中「当該事業年度前払金額」とあるのは「前事業年度前
払金額」と読み替えて適用する。 

 
一 部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。 
二 中間前払金に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１
（債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の
２分の１）を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実
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  ３７－１ 
 
 
 
  ４０－１ 
 
 
 
 
  ５６－３ 
 
 
 ５８ 
 

 

施すべき工事が行われ、その出来高が契約額の２分の１（債務負担行
為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の２分の１）以
上である場合に行うものとする。 

三 中間前払金の支払は、請負代金額の１０分の２を超えない額（債務
  負担行為に基づく契約にあっては、各事業年度の出来高予定額の１０
  分の２を超えない額）とする。 

四 低入札価格調査を受けた者との契約であっても、本条項に基づく請
  求を妨げるものではない。 
 

一 中間前払金を選択した場合には、部分払金の支払請求はできない。 
二 低入札価格調査を受けた者との契約であっても、本条項に基づく請

  求を妨げるものではない。 
 
  中間前払金を選択した場合における各会計年度の部分払（最終年度に係
るものを除く。）は、その支払限度額に対応する既済部分の額が、当該支
払限度額の１０分の９を超えた場合（可分の工事にあっては、当該支払限
度額に達した場合）に請求することができる。 
 
  第５６条第３項による通知は、保険の種類、保険の目的、保険期間、保
険金額及び保険会社名等を明らかにした書面によるものとする。 
 
  建設工事紛争審査会の管轄は、受注者が国土交通大臣許可業者である場
合には、〔 〕内に中央の字句を、それ以外の場合には、都道府県名を
〔 〕内に記入する。 

 

 
２ 入札保証について 
 
 (1) 入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札説明書又は入札

通知書に入札保証を提出しなければならない旨の記載のある場合は、以下の①から⑤
までに掲げるいずれかの書類を契約職又は分任契約職（以下「契約職等」という。）
に提出しなければならない。 

 
     ① 入札保証金に係る振込金受取書及び保管金提出書 
   ［注］ｲ. 振込金受取書は、独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）指定の

口座に見積金額の１００分の５以上の金額に相当する金額の金銭を振り込ん
で、交付を受けること。 

      ﾛ. 見積金額の増額により入札保証金の金額を増額する場合の取扱いについて
は、契約職等の指示に従うこと。 

      ﾊ. 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、機構の規定により機構に帰
属する。 

      ﾆ. 入札参加者は、入札執行後、保管金の払渡を求める旨の保管金振込請求書を
提出すること。 

        なお、落札者は、契約書の提出とともに提出すること。 
 
   ② 入札保証金に代わる担保としての有価証券（水資源債券に限る。）に係る登録社債

質権登録済通知書（附属書類として移転登録請求書及び社債登録済通知書を含む。）
及び担保差入証 

   ［注］ｲ. 登録社債質権登録済通知書は、当該有価証券の登録機関に見積金額の１００
分の５以上の金額に相当する金額の有価証券に質権を設定する質権設定登録請
求書を提出し、交付を受けること。 

      ﾛ. 見積金額の増額により水資源債券の総額を増額する場合の取扱いについて
は、契約職等の指示に従うこと。 

      ﾊ. 落札者が契約を結ばないときは、質権登録有価証券は、機構の規定により機
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構に帰属する。 
      ﾆ. 入札参加者は、入札執行後、質権登録抹消請求書を提出すること。 
 
   ③ 落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保

証書 
   ［注］ｲ. 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入

れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）
に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫
連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央
金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協
同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）と
する。 

      ﾛ. 保証書の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載するように申し込
むこと。 

      ﾊ. 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いである
こと。 

      ﾆ. 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名
が記載されるように申し込むこと。 

      ﾎ. 保証金額は、見積金額の１００分の５以上の金額とすること。 
      ﾍ. 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から７日を経過した日（土曜

日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定
する休日並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの間及び８月１３日から
８月１６日までの間（以下「休日」という。）は、含まないものとする。）以
降の日であって、契約職等が指定する日までを含むものとする。 

      ﾄ. 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ヶ月以上確保されるも
のとすること。 

      ﾁ. 見積金額の増額により保証金額を増額する場合の取扱いについては、契約職
等の指示に従うこと。 

      ﾘ. 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、機構の規
定により機構に帰属する。 

      ﾇ. 入札参加者は、落札決定後、契約職等から保証書の返還を受け、銀行等に返
還するものとする。ただし、落札者については、契約書の提出後、契約職等か
ら保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 

      ﾙ. 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約職
等の指示に従うこと。 

 
   ④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係

る証券  
   ［注］ｲ. 入札保証保険とは、落札者が契約を結ばない場合に、保険会社が保険金を支

払うことを約する保険である。 
      ﾛ. 入札保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 
      ﾊ. 保険証券の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載するように申し

込むこと。 
      ﾆ. 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 
      ﾎ. 保険金額は、見積金額の１００分の５以上の金額とすること。 
      ﾍ. 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から７日を経過した日（休日を

含まない。）以降の日であって、契約職等が指定する日までを含むものとする
こと。 

      ﾄ. 見積金額の増額により保険金額を増額する場合の取扱いについては、契約職
等の指示に従うこと。 

      ﾁ. 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、機構の
規定により機構に帰属する。 

 
   ⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書 



- 5 - 

 

   ［注］ｲ. 契約保証を予約する金融機関等は、銀行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
社とする。 

     ﾛ. 契約保証予約証書の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載するよ
うに申し込むこと。 

     ﾊ. 契約保証の予約の内容は、金融機関等と入札参加者である予約契約者との間
で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。 

     ﾆ. 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公
告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 

     ﾎ. 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。 
      ﾍ. 予約契約者が予約完結権を行使するに当たって、いかなる留保も付されて 

いないこと。 
     ﾄ. 見積金額の増額により契約希望金額又は保証金額を増額する場合の取扱いに

ついては、契約職等の指示に従うこと。 
 
 (2) 競争契約入札心得第３条第６項の規定にかかわらず、競争参加資格がないと認められ

た者に対しては、当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた日以降、入札書を
提出しなかった者に対しては、開札執行日以降、入札保証金又は入札保証金に代わる担
保を還付又は返還するものとする。 

 
３ 公正な入札の確保について 
  この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
 
４ 契約の保証について 
 
 (1) 落札者は、契約書の提出とともに、以下の①から⑤までに掲げるいずれかの書類を契

約職等に提出しなければならない。 
 
   ① 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 
   ［注］ｲ. 保管金領収証書は、機構指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の金

銭を振り込んで、交付を受けること。 
      ﾛ. 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて

は、契約職等の指示に従うこと。 
      ﾊ. 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金

は、機構の規定により機構に帰属する。 
        なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注

者から超過分を徴収する。 
      ﾆ. 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金振込

請求書を提出すること。 
      ﾎ. 契約保証金の金額は、請負代金額の１０分の１以上（政府調達に関する協定

その他の国際約束の適用を受ける物品等又は特定役務の調達手続きを定める達
（水公達平成８年第６号）に規定する政府調達に関する協定その他の国際約束
（以下「協定等」という。）の適用を受ける場合にあっては請負代金額の１０
分の３以上）の金額とする。 

 
   ② 契約保証金に代わる担保としての有価証券（水資源債券に限る。）に係る登録社債

質権登録済証（付属書類として移転登録請求書及び社債登録済証を含む。）及び担保
差入証 

   ［注］ｲ. 登録社債質権登録済証は、当該有価証券の登録機関に質権設定登録請求書を
提出し、交付を受けること。 

      ﾛ. 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて
は、契約職等の指示に従うこと。 

      ﾊ. 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、質権登録有価
証券は、機構の規定により機構に帰属する。 
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        なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、受注
者から超過分を徴収する。 

      ﾆ. 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに質権登録抹
消請求書を提出すること。 

 
   ③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 
   ［注］ｲ. 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、

預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号)に規定
する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、
労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式
会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しく
はその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は保証事業
会社（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をいう。以下同じ。）（以下｢金融機関
等」と総称する。）とする。 

      ﾛ. 保証書の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載するように申し込
むこと。 

      ﾊ. 保証債務の内容は契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである
こと。 

      ﾆ. 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、契約書に記載される工事名が
記載されるように申し込むこと。 

      ﾎ. 保証金額は、契約保証金の金額以上の金額とすること。 
      ﾍ. 保証期間は、工期を含むものとすること。 
      ﾄ. 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６カ月以上確保されるも

のとすること。 
      ﾁ. 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する

場合等の取扱いについては、契約職等の指示に従うこと。 
      ﾘ. 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等か

ら支払われた保証金は、機構の規定により機構に帰属する。 
        なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超

過分を徴収する。 
      ﾇ. 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約職等から保

証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 
 
   ④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 
   ［注］ｲ. 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣

の指定する金融機関（以下「保険会社等」という。）が保証金額を限度として
債務の履行を保証する保証である。 

      ﾛ. 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載す
るように申し込むこと。 

      ﾊ. 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、契約書に記載される工事名
が記載されるように申し込むこと。 

      ﾆ. 保証金額は、請負代金額の１０分の１以上（協定等の適用を受ける場合にあ
っては請負代金額の１０分の３以上）の金額とする。 

      ﾎ. 保証期間は、工期を含むものとすること。 
      ﾍ. 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する

場合等の取扱いについては、契約職等の指示に従うこと。 
      ﾄ. 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社等か

ら支払われた保証金は、機構の規定により機構に帰属する。 
        なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、受注者から超

過分を徴収する。 
 
   ⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 
   ［注］ｲ. 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約す

る保険である。 
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      ﾛ. 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 
      ﾊ. 保険証券の宛名の欄には、契約職等名、職名及び氏名を記載するように申し

込むこと。 
      ﾆ. 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、契約書に記載される工事名が

記載されるように申し込むこと。 
      ﾎ. 保険金額は、請負代金額の１０分の１以上（協定等の適用を受ける場合にあ

っては請負代金額の１０分の３以上）の金額とする。 
      ﾍ. 保険期間は、工期を含むものとすること。 
      ﾄ. 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約

職等の指示に従うこと。 
      ﾁ. 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から

支払われた保険金は、機構の規定により機構に帰属する。 
        なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、受注者から超

過分を徴収する。 
 
 (2) (1)の規定にかかわらず、契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合には、契

約の保証を付さなくてもよいものとする。 
 
 (3) (1)の規定にかかわらず、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証の

額を請負代金額の１０分の３以上の金額とする。 
 
５ 中間前払金と部分払の選択について 
  請負代金額が１，０００万円以上であって、かつ、工期が１５０日以上の工事（債務負担

行為に基づく契約にあっては、いずれかの年度の出来高予定額が１，０００万万円以上であ
って、かつ、その年度の工事実施期間が１５０日以上の工事）については、中間前払金を求
できるので、この場合には、中間前払金と部分払のいずれかを選択するものとする。 

    なお、その選択については、落札決定後、速やかに申し出るものとし、その後においては
変更することはできない。 

 
６ 工期を変更する場合等における保証事業会社に対する通知等について 
 
 (1) 前払金保証約款第７条の２（工期を変更する場合等における措置）による被保証者

（機構）の保証事業会社に対する通知は、当該変更契約書等の写しを送る方法をもって受
注者が代行すること。 

 
 (2) 受注者は、保証事業会社から保証期限変更通知書の交付を受けた場合は、同通知書を

契約職等に提出すること。 
 
７ 主任技術者等の配置について 
 
 (1) 建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専

任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工
事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係
にあるものに限る。）を配置すること。 

 
 (2) 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設

工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに
該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を
有するものと認定した者で、指定建設業監理技術者資格者証（以下「資格者証」とい
う。）の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があっ
たときは、資格者証を提示すること。 

 
 (3) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回っ

た 価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が、当機構が発注した工事に関
し、入札日から過去２年以内に完成した工事あるいは入札時点で施工中の工事において、
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以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格（工事経
験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。 
 ① ６５点未満の工事成績評定を通知された企業 

 
 ② 施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求され

た 企業。ただし、軽微な手直し等は除く。 
 

 ③ 品質管理に関し、統括監督職員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企
業 

 
 ④ 安全管理に関し、指名停止又は統括（主任）監督職員から書面により改善命令、警

告 若しくは注意の喚起を受けた企業 
 

 ⑤ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業 
 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行う

も のとする。 
 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を

監理技術者の通知と同様に契約職等に通知することとする。 
 
８ 建設業退職金共済制度について 
 
 (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に該当する場合

は同組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証
紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

 
 (2) 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書を契約締結後１ケ月以内に監督を総括す

る建設所長等に提出すること。 
 
  (3) 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めるこ

とがある。 
 
 (4) 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金

相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の建退共制度加入並びに証紙
の購入及び貼付を促進すること。 

 
９ 契約書等の提出について 
 

(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約職等から交付された契約書に記名
押印し、落札決定の日の翌日から起算して７日以内（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関
する法律（昭和２３年法律第２７８号）に規定する休日並びに１２月２９日から翌年の１
月３日までの間及び８月１３日から８月１６日までの間は、含まないものとする。）に、
これを契約職等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、この期間
内に契約書を提出することが困難であるときは、落札者は、あらかじめ、書面によりその
旨を契約職等に申し出、契約職等の承諾を得ることにより、この期間を延長することがで
きる。 

 
(2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失

う。 
 
(3) 契約書の作成を要しない場合（請負代金額が２５０万円以下の工事で、契約職等が契

約書の作成の必要がないと認めて指示した場合）においては、落札者は、落札決定後速
やかに請書その他これに準ずる書面を契約職等に提出しなければならない。ただし、契
約職等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。 

 
10 契約の確定について 
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  契約書を作成する場合においては、契約職等が落札者とともに契約書に記名押印しなけれ
ば、契約は確定しないものとする。 

 
11 前払金の請求について 
  請負代金額が３００万円未満の工事については、入札説明書又は入札通知書の記載にかか

わらず、当該契約に係る前払金の請求はできないものとする。 
 
12  ダンプトラック等による過積載等の防止について 
 

(1) 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また、積み込ませないこと。 
 

(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 
 

(3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあっては、
下請業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

 
(4) さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を

積み込まず、また、積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないよう
にすること。  

 
(5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を

助長することのないようにすること。 
 

(6) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を
土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

 
(7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下

「法」という。）の目的に鑑み、法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同
団体等への加入者の使用を促進すること。 

 
(8) 下請負契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配

慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ
たものを排除すること。 

 
(9) 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 
13 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 
 
 (1) 機構が発注する建設工事において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固

としてこれを拒否すること。 
    また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協

力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 
 
 (2)  (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記

載した書面により発注者に報告すること。 
 
  (3)  (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。 


