土佐市低入札価格調査制度事務取扱要領

（目的）
第１条 この要領は、土佐市低入札価格調査制度要綱（令和２年要綱第３０号）に規定する低入
札価格調査を行う場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
（対象工事等）
第２条 低入札価格調査制度の対象となる工事は、土佐市建設工事簡易型総合評価落札方式要領
（平成１９年訓令第１９号）に基づく工事（以下「総合評価落札方式」という。
）とし、当該工
事入札において、低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。
）
に満たない額の入札をした者（以下「低入札者」という。
）を低入札価格調査の対象として扱う。
ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
（調査基準価格の設定）
第３条 調査基準価格は、当市の入札制度における最低制限価格（低入札価格調査制度対象外の
入札）の算出方法と同様とし、予定価格の１０分の９．２から１０分の７．５の範囲内で決裁
権者が定める価格とする。
（施工体制評価）
第４条 低入札者があった入札においては、入札参加者全員（入札参加申請時に第７条に規定す
る低入札価格調査を辞退しており、低入札者となったため失格となった者及び第５条に該当し
失格となった者は除く。
）に関して、当該入札価格水準に応じた次の各号を評価するものとする。
（１） 品質確保の実効性
ア

当該入札価格における積算内容で適正な施工が実現されるか、積算根拠に資材発注業者、
下請業者等の見積価格が適正に反映されているかを評価する。

イ

評価対象経費は、直接工事費及び共通仮設費とする。

（２） 施工体制確保の確実性
ア

当該入札価格における積算内容で、工事現場就労者、資材発注業者及び下請業者等にし
わ寄せが及ぶことのない施工体制がどの程度確保できるかを評価する。

イ
２

評価対象経費は、現場管理費及び一般管理費等とする。

低入札者がいない入札であっても総合評価落札方式の評価値計算過程においては、施工体制
評価は入札参加者全員に対し、満点として取り扱うため、総合評価落札方式により算出された
点数に、施工体制評価点の満点にあたる１０点が加算され評価値の算出を行うこととする。

３

品質確保の実効性の評価基準は別記１、施工体制確保の確実性の評価基準は別記２のとおり
とし、減点指数の合計により、次のとおり「良」
、
「可」
、
「不可」の評価を決定する。
減点指数の合計が０のもの

「良」

減点指数の合計が６未満のもの

「可」

減点指数の合計が６以上のもの

「不可」

評価基準中の「標準積算基準」とは、土木工事標準積算基準又は公共建築工事積算基準をい
い、経費項目の区分の適否は標準積算基準により評価する。
４

施工体制評価点は、土佐市低入札価格調査制度要綱第１３条に定める審査会事務局が第７条
の調査を行ったうえで案を作成し、審査会が決定する。

（１） 低入札者の評価にあたっては、第７条第２項第５号により提出された資料に基づき次の
とおり配点する。
品質確保の実効性

「良」５点

「可」２点

「不可」０点

施工体制確保の確実性

「良」５点

「可」２点

「不可」０点

※いずれも満点は５点として計算をおこなう。
（２） 低入札者以外の入札参加者の評価にあたっては、第７条第２項第５号の資料の提出は求
めず、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性の評価は「良」
（満点）として配点する。
５

低入札者のある入札の場合においては、落札後低入札者が受注者として充分な施工ができう
るかを、その者の施工体制について、客観的かつ数値的に評価し低入札者以外の者と比較し、
判断する必要があるため、これまでの総合評価落札方式で算出した「加算点」に「施工体制評
価係数」を乗じた①「施工体制評価後の加算点」と同条第２項、第３項により算出した②「施
工体制評価合計点」
（品質確保の実効性：５点満点、施工体制確保の確実性：５点満点の合計１
０点満点）と③「基礎点」
（低入札者も含み、全社均一で１００点）を加算した合計点数を入札
書記載金額（百万円単位）で除した、
「評価値」で比較し、評価値の高い者が落札者として優れ
た者と判断する。
Ⅰ「施工体制評価係数」の算出方法
「施工体制評価係数」＝（「施工体制評価合計点」÷１０点（満点）
）
Ⅱ「施工体制評価後の加算点」の算出方法（小数点第５位以下切捨）
「施工体制評価後の加算点」＝（総合評価落札方式の「加算点」×「施工体制評価係数」）
Ⅲ「評価値」の算出方法（小数点第５位以下切捨）
「評価値」＝（①「施工体制評価後の加算点」＋②「施工体制評価合計点」＋③「基礎点」）
÷入札書記載金額（百万円単位）

６

当該低入札者の施工体制評価について、別記２施工体制確保の確実性評価基準１０「工程管
理上支障が生じるおそれがあるその他、施工体制上何らかの問題があると認められるもの」に
のみ該当するものとして評価した場合において、評価値でその他の低入札者でない者が最高点
となることが明らかな場合（入札会場にて「該当」と判断できた場合も含む。
）は、第７条第２
項第５号の資料は徴取せず、審査会の審査にも付さないものとし、その時点で第７条の調査を
中止する。
（低入札者のみに適用する失格基準及び失格該当事項の設定）

第５条 低入札価格調査を行わずに失格となる基準（以下「失格基準」という。）は次の第１号か
ら第４号までに掲げるものとし、そのほか失格に該当する事項（以下「失格該当事項」という。
）
は次の第５号から第８号までに掲げるものとする。ただし、低入札者がいずれかにあたる場合、
当該低入札者は失格とする。
（１） 工事費内訳書の直接工事費が当該入札案件の設計書における直接工事費の１０分の８．
５未満であること。
（２） 工事費内訳書の共通仮設費が当該入札案件の設計書における共通仮設費の１０分の８未
満であること。
（３） 工事費内訳書の現場管理費が当該入札案件の設計書における現場管理費の１０分の９未

満であること。
（４） 工事費内訳書の一般管理費等が当該入札案件の設計書における一般管理費等の１０分の
５．５未満であること。
（５） 低入札価格調査を辞退している者
（６） 工事費内訳書の直接工事費、 共通仮設費、 現場管理費及び一般管理費の総合計額が入
札書記載金額と一致しないもの
（７） 工事費内訳書の直接工事費、 共通仮設費、 現場管理費又は一般管理費のいずれかの合
計額に記載誤りがあるもの
（８） 工事費内訳書に直接工事費、 共通仮設費、 現場管理費又は一般管理費のいずれかの明
示がないもの
２

前項の規定にかかわらず、低入札者でない者についても、前項第６号及び第８号に該当する
場合は、従来の工事入札と同じく、工事費内訳書の未提出扱いとなり失格とする。ただし、前
項第１号から第４号までに掲げる失格基準を算定する場合においては、端数処理は行わず、円
単位で単純に比較するものとする。
（低入札価格調査制度における入札）

第６条 低入札者がある入札においては、第４項第２号キの場合を除き、入札結果を保留とし、
入札時にあらかじめ提出されている工事費内訳書、辞退書などにより、低入札価格調査実施の
有無を判断する。
２

入札公告時
次の事項を公告文に明示しなければならない。ただし、入札公告文に『「土佐市低入札価格調査

制度要綱」及び「土佐市低入札価格調査制度事務取扱要領」を熟読のこと』と記載することで、
公告文への全文明示に替えることができる。
（１） 低入札価格調査制度を適用した入札であり、調査基準価格、失格基準及び失格該当事項
を設けていること、これら各事項の内容並びに施工体制評価及び低入札価格調査の内容
（２） 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時において、開札の結果自らが低入札者と
なった場合は低入札価格調査を受けることをあらかじめ辞退できること。入札参加申請時に
低入札価格調査を辞退している入札参加者が、開札の結果低入札者となった場合は、その時
点で失格となること。
（３） 入札参加者は入札箱に入札書を投函する際に、持参した工事費内訳書の提出が必要であ
ること。工事費内訳書の提出のない者は失格とすること並びに工事費内訳書に直接工事費、
共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の記載のない低入札者及び落札候補者は工事費内訳
書の提出がなかったものとみなし失格となること。
（４） 工事費内訳書記載の各々の経費が失格基準に該当する低入札者は、失格とすること。
（５） 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者は、低入札価格調査に協力
するものとし、期限までに低入札価格調査に関係する資料（以下「低入札価格調査資料」と
いう。
）を提出すること。またこのとき、下請業者との契約書又はそれに代わるものの写しな
ど、多くの積算根拠資料の提出も同時に求めるため、事前に「土佐市低入札価格調査制度事
務取扱要領」及び同制度の「様式６低入札価格調査制度に基づく調査資料」を充分確認の上、
事前に準備を行う事。提出が無い場合指名停止を伴う失格となること。ただし、当該低入札
者が低入札価格調査を辞退することは妨げないこと。
（６） 落札者は、低入札価格調査の結果に基づき決定されるもので、総合評価最高値の入札者
が直ちに落札者となるものではないこと。
（７） 低入札工事契約書の特記事項の内容

３ 入札開始前
入札執行者は、入札執行の前に次の事項を説明する。ただし、入札会場に次の各事項を掲示し
ている場合は、
『掲示の「低入札価格調査制度の投函前の注意事項」を充分ご確認の上、入札に参
加下さい。
』と宣言し、掲示物を示すことで入札前の事項説明に替えることができる。
（１） 低入札価格調査制度を適用した入札であり、調査基準価格、失格基準及び失格該当事項
を設けていること、並びに失格者に該当しない低入札者があった場合には低入札価格調査を
行うこと。
（２） 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者があった場合で、その者が
失格であるか失格者でないか入札会場において判断できない場合にも、一旦低入札者と同様
の扱いとし、入札結果を保留すること。
（３） 入札参加者は、入札箱に入札書を投函する際に、持参した工事費内訳書を提出すること。
工事費内訳書の提出のない者は、失格となること。
（４） 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者は、低入札価格調査に協力
するものとし、低入札価格調査資料を提出期限までに提出すること。提出が無い場合指名停
止を伴う失格となること。ただし、当該低入札者が低入札価格調査を辞退することは妨げな
いこと。
（５） 低入札価格調査の結果、失格基準及び失格該当事項に該当する者又は契約を締結するこ
とが適当でないと判断された者は、失格となること。
（６） 低入札価格調査の結果は、入札参加者全員に通知すること。
４ 入札終了時
（１） 低入札者がないときで、総合評価最高値の入札者のあるときは、入札参加者に次の事項
を告げて、この者を落札者として決定する。
ア 落札者の入札書記載金額、評価値及び商号又は名称
イ 予定価格、調査基準価格、失格基準
（２） 予定価格の制限の範囲内で調査基準価格を上回る入札者（以下「調査基準価格以上の入
札者」という。
）と入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者があったとき
は、入札参加者に次の事項を告げて入札を終了する（低入札者が入札会場にて、失格者であ
るか失格者でないかの判断がつかない場合も含む。
）
。
ア 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者があったため、入札結果を
保留すること。
イ

今後、低入札価格調査を行い、契約内容に適合した履行がなされるか否か調査したうえ
で落札決定を行い、入札参加者全員に結果を通知すること。また、この通知をもって落札
決定に替えること。

ウ 予定価格、調査基準価格、失格基準及びすべての低入札者の商号又は名称
エ 工事費内訳書記載の各経費が失格基準に該当する場合には、失格となること。
オ

当該低入札者が低入札価格調査を辞退することは妨げないこと。
（提出期限は下記カに同
じ。
）

カ

低入札者には、誓約書（様式５）及び低入札価格調査制度に基づく調査資料（様式６）
を開札のあった日から３日（開札日の翌日を第１日として３日目に当たる日。閉庁日は含
まない。
）以内に提出すること。このとき期日までに提出がないときは指名停止を伴う失格
となること。

キ

第４条第６項に該当するなど、評価値で調査基準価格以上の入札者が総合評価最高値の
入札者となることが明らかなとき、又は入札会場にて、第５条に該当し全ての低入札者の

失格が明らかと判断される場合は、調査基準価格以上の入札者のうち総合評価最高値の入
札者を落札者と決定し前号の各事項を告げて入札を終了することができる（低入札価格調
査は実施しない。）
。
（３） 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない調査対象者があったときで、調査基
準価格を上回る入札を行った者で評価値が２番手かつ同点である者が２者以上あるときは、
すべての低入札者が低入札価格調査で失格となった場合を想定して、落札者とすべき者をあ
らかじめくじで決定する。
（４） 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者のみであったときは、入札
参加者に次の事項を告げて入札を終了する。
ア 入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者があったため、 入札結果を
保留すること。
イ すべての低入札者の商号又は名称
ウ

今後、低入札価格調査を行い、契約内容に適合した履行がなされるか否か調査したうえ
で落札決定を行い、入札参加者全員に結果を通知すること。また、この通知をもって落札
決定に替えること。

エ 工事費内訳書記載の各経費が失格基準に該当する場合には、失格となること。
オ

当該低入札者が低入札価格調査を辞退することは妨げないこと。

カ

低入札者には、誓約書（様式５）及び低入札価格調査制度に基づく調査資料（様式６）
を開札のあった日から３日（開札日の翌日を第１日として３日目に当たる日。閉庁日は含
まない。
）以内に提出すること。このとき期日までに提出がないときは指名停止を伴う失格
となること。

※ すべての低入札者が低入札価格調査で失格となった場合を想定して、予定価格、調査基準
価格、失格基準及び入札参加者の入札書記載金額の宣言は行わない。
５ 入札終了後の入札結果の公表等は、開札後３日を目処とし公表を行う（閉庁日は含まない。
）。
（１） 調査基準価格以上の入札者と入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札
者があった場合の当該入札結果公表は、第４項第２号キの場合を除き、入札結果を保留した
まま公表する。この場合の入札結果には、落札者の表示はせず、すべての低入札者の金額記
載欄の右端に「低入札」と記載する。
（２） 初度入札で、入札参加者全員の入札が予定価格を上回るものと調査基準価格を下回るも
ののみであった場合、又は入札参加申請時に低入札価格調査を辞退していない低入札者のみ
であったときには、予定価格、調査基準価格、失格基準、入札参加者の入札書記載金額を公
表しないものとする。
（３） 開札の結果、低入札者となった入札参加者が第５条に該当した場合は、その時点で指名
停止を伴わない失格とし、金額記載欄の右端に「失格・土佐市低入札価格調査制度事務取扱
要領第○条第○項第○号」と記載する。このとき、全ての低入札者が失格となり、総合評価
最高値の入札者がいる場合で、この者を落札者として決定した場合は、その者の金額記載欄
の右端に「落札者決定」と記載する（通常の入札と同様の扱いとし、その後の通知等は行わ
ず、これをもって落札決定の公表とする。
）。
（４） 第４条第６項に該当する低入札者がいた場合は、その者の金額記載欄の右端に「土佐市
低入札価格調査制度事務取扱要領第４条第６項に該当」と記載する（ただし、その後この者
が低入札価格調査を辞退した場合は前号に同じ。）
。このとき、他の全ての低入札者が失格と
なり、総合評価最高値の入札者がいる場合で、この者を落札者として決定した場合は、その
者の金額記載欄の右端に「落札者決定」と記載する（通常の入札と同様の扱いとし、その後

の通知等は行わず、これをもって落札決定の公表とする。
）。
６ 落札者決定時の入札結果公表（前項第３号、第４号以外の場合）
（１） 低入札価格調査の結果、落札者が決定された場合は、第５項の入札結果の当該落札者欄
の「低入札」と記載した下段に「※○／○落札決定」と記載する（
「※○／○」には、審査会
決定日を記入すること。
）
。
（２） 低入札価格調査の結果、失格とされた場合は、第５項の入札結果における当該失格者欄
の「低入札」と記載した下段に「※○／○失格決定・土佐市低入札価格調査制度事務取扱要
領第○条第○項第○号」と記載する（
「※○／○」には、審査会決定日を記入すること。）。
（３） 前２号は、低入札価格調査が中止となった場合にも同様に扱うものとし、落札者決定時
の入札結果は、これを入札終了時公表の入札結果と差し替えて公表する。このとき、入札参
加の全社に対し様式１をもって通知する。
（低入札価格調査）
第７条 低入札者が、総合評価最高値の入札者であった場合は、その者に対し、低入札価格調査
を行うものとし、様式４により通知する。ただし、失格基準、失格該当事項に該当する者であ
る場合は、低入札価格調査を行わず、この者はただちに失格となる。
２

事前調査

（１） 事前調査にあたる者は、土佐市低入札価格調査制度要綱第１０条に定める、専門委員に
指名された者とし、同要綱第１３条に定める事務局が庶務を行う。
（２） 低入札者には、誓約書（様式５）及び低入札価格調査制度に基づく調査資料（様式６）
を開札のあった日から３日（開札日の翌日を第１日として３日目に当たる日。閉庁日は含ま
ない。）以内に提出させることとし、入札会場において提出を依頼する。この場合において、
様式は、土佐市ホームページから低入札者がダウンロードするものとする。
（３） 失格基準、失格該当事項に該当しない低入札者は、前号の提出期限までに、低入札価格
調査辞退書（様式８）により低入札価格調査の辞退を申し出ることができ、その時点で当該
低入札者は指名停止を伴わない失格となり、審査会の審査にも付さず、その者への低入札価
格調査は中止となる。このとき、全ての低入札者が失格となり、総合評価最高値の入札者が
いる場合、この者を落札者として決定し、第６条第５項及び第６項に基づき入札結果の公表
を行う。
（４） 低入札価格調査制度に基づく調査資料（様式６）の提出を受け、第２項第３号に該当し
ない低入札者があった場合、事前調査を実施する。
（５） 低入札価格調査における事前調査の内容は次のとおりとし、低入札価格調査制度に基づ
く調査資料（様式６）を基に事情聴取を行う。
① 積算内容（工事費内訳書は入札時の工事費内訳書とは別途徴取する。各経費の項目は、
標準積算基準に基づき区分するものであること。
）
② 技術者就業状況
③ 工事箇所と事業所、 倉庫等との関連
④ 使用する資材の状況
⑤ 使用する機械の状況
⑥ 労務者の状況：自社施工
⑦ 労務者の状況：下請会社施工
⑧ 過去に施工した公共工事の状況
⑨ 経営状況
⑩ 信用状態

⑪ その他必要な事項
（６） 調査結果は低入札審査表（様式７）にとりまとめ、様式２－１により審査を依頼し、審
査会の審査に付するものとする。
３ 審査会の審査
（１） 審査会の組織については、土佐市低入札価格調査制度要綱による。
（２） 審査会は、施工体制評価点を決定するとともに、低入札価格調査が第４条第６項及び前
項第３号の規定により中止となったときを除いて、低入札者について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場合には、 第８条に基づき失格を決定する。
（３） 施工体制評価及び審査の結果に基づき、失格となった者を除いて総合評価最高値の入札
者を落札者として決定する。
（４） 審査会事務局は、施工体制評価及び審査の結果について様式２－２、様式３、別紙１及
び別紙２により通知する。
（低入札価格調査制度審査会における審査基準）
第８条 指名停止措置を伴う失格
審査会の審査の結果、第１号から第９号までのいずれかに該当するとされた場合は失格とし、
その者を土佐市建設工事指名停止等措置要綱（平成８年要綱第２１号。 以下「指名停止措置要
綱」という。
）の定めるところにより指名停止とする（指名停止措置は、総務課管財班が行う。）。
（１） 第７条第１項第３号の規定による低入札価格調査辞退書（様式８）の提出がない場合で
あって、期日までに低入札価格調査資料の提出がないとき（誓約書、積算内訳書、資材納入
業者若しくは下請予定業者の見積書等低入札価格調査資料に添付すべき資料の添付がない場
合又は添付すべき資料が不足する場合を含む。
）又は事情徴取に応じないとき。
（２） 低入札価格調査資料として提出された積算内訳書（以下「積算内訳書」という。
）におい
て、資材納入業者又は下請予定業者の見積書等に記載の見積金額未満の額で経費の積算が行
われているとき。
（３） 積算内訳書において、設計図書と異なる仕様で経費が計上されているとき。
（４） 積算内訳書において、資材納入業者又は下請予定業者の見積書等に記載の仕様とは異な
る仕様で経費の積算が行われているとき。
（５） 積算内訳書において、直接工事費、共通仮設費、現場管理費若しくは一般管理費の合計
若しくはすべての経費の合計が誤っているとき又は入札時提出の工事費内訳書の記載内容と
一致しないとき。
（６） 積算内訳書において、直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費の積算が項
目別に行われていないとき。
（７） 低入札価格調査中に指名停止措置要綱において指名停止の対象となる事案に該当し、契
約を締結することが適当でないと判断されるとき。
（８） 低入札者が、当該入札に当たって提出した【様式６ 技術者就業状況】に記載した技術者
を別の建設工事の競争入札の配置予定技術者として届け出し、その工事を落札したとき。
（９） その他、適正な契約の履行が行われないおそれがあると認められるとき（低入札価格調
査中に入札参加資格を喪失した場合又は土佐市の契約の相手方とすることが著しく不適当で
あると判断された場合を含む。
）
。
２ 前項に定めるもののほか、共同企業体による入札参加において、前項第１号から第９号まで
のいずれかに該当して失格となったときは、当該共同企業体構成員全員を指名停止措置の対象
とする。ただし、当該共同企業体構成員のうち特定の構成員のみが前項第７号から第９号まで
のいずれかに該当する場合は、指名停止措置はその該当する構成員にとどめ、他の構成員の指

名停止は行わない。
（低入札工事契約書の取扱い）
第９条 低入札者と契約締結をする場合は、次の各号に揚げる事項を条件とし、建設工事請負契
約書（金銭保証用）（以下「契約書」という。）に低入札価格制度に基づく特記事項（様式９）
として添付する。
（１） 契約の保証の額は、通常請負代金額の１０分の１以上が１０分の３以上となること。
（２） 主任技術者又は監理技術者とは別に、建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する技
術者を、専任で１名現場に配置する必要があること。
（３） 前払金について、通常請負代金額の１０分の４以内が請負代金額の１０分の２以内とな
り、中間前金の支払は適用されないこと。
（４） 契約不適合による履行の追完の請求、損害賠償の請求等ができる時期は、通常引渡しを
受けた日から２年以内が４年以内となること。
（５） 損害賠償請求に伴う違約金の額は、通常請負代金額１０分の１が１０分の３となること。
（６） 契約不適合責任期間中は、受注者において年 1 回の現地確認を行い、発注者への報告を
義務付けること。
（その他）
第１０条 この要領に定めのないものについては、別に定める。
付 則
この要領は、公布の日から施行する。

