① 多摩 市公共 工事 の前払金取扱 い 要綱
昭和 59年 3月 31日多摩 市告示第 62号
改正
平成 4年 1月 18日多摩 市告示第 12号
平成 13年3月 30日多摩 市告示第87号
平成 16年12月10日多摩 市告示第 529号
平成 19年 3月 30日多摩 市告示第 109号
平成 21年 3月 31日多摩 市告示第 155号
多摩 市公共 工事 の前払金取扱 い要綱
(通貝J)
規則」 とい う。)に よる公共工事 の前
第 1条 多 摩市契約事務規則 (昭和 39年多摩 市規則第 10号。以下 「
払金 に 関す る事務 の取扱 につい ては別 に定 めるもののほか 、 この要綱 の定 める ところに よる。
(前払金 の対象)
第 2条 規 則第 50条第 1項 に規定す る前払金 の対象 は 、公共工事 の前払金保証事業 に 関す る法律 (昭和 27
工事」とい う。)で 、次 に掲 げ るもの とす る。
年法律第 184号)第 2条 第 1項 に規定す る公共 工事 (以下 「
・
の契約金額 が130万円以 上の土木 工事 建 築 工事及び設備 工事
(1)1件
(2)1件
(3)1件

の契約金額 が50万円以 上の土木 ・建 築 に 関す る工事 の設計、監理業務及 び調 査
の契約金額 が50万 円以 上の測量

(前払金 の制 限)
第 3条 前 条 の規定 に よ り前払金 の対象 とされ る工事 であって も、支給材料 を支 給す る工事 で契約金額 に
支給材料 の額 を加 えた額 の10分の 4以 上の材料 を支給す るものについては、前払 金 を支払 わない。 ただ
し、市長 が特 に必要がある と認 める場合 は、前払金 の全部又は一部 を支払 うこ とがで きる。
2 前 項 で定 める場合 のほか 、市長 が予 算執行 上の都合 そ の他やむ を得 ない 理 由がある と認 めた とき、又
は前払金 の必 要 がない と認 めた ときは 、前払金 の全部又 は一部 を支払 わない こ とがで きる。
(前払金 の端数整理)
第 4条 規 則第 50条第 1項 の規定 によ り算 出 した前払金 に10万円未満 の端数 が生 じた ときは 、そ の端数 を
切 り捨て るもの とす る。
(前払金 の対象 、割合等 の 明示)
第 5条 前 払金 の対象 とされ る工事 で 、前払 金 の割合等 につい ては 、入札条件又 は見積条件 とし、入札参
加者等 に対 し書面 で明示 す るもの とす る。
(前払 金 に 関す る契約条項)
第 6条 前 払金 を支払 う工事 の請負契約 には 、次 に掲 げる事項 につい て 、規定す るもの とす る。
(1)前
(2)契
(3)保
(4)前
(5)前
(6)そ

払金 の請求手続及び支払方法 に関す る こと。
約金額 の変更 に伴 う前払金 の追加 払 い 又は返還 に 関す るこ と。
証契約 の変更 に 関す ること。
払金 の使途制 限に関す ること。
払金 を支払 つた場合 にお ける部分払 い の限度 に 関す る こと。
の他必要 な事項

(前払金 の請求手続等)
第 7条 前 払金 の対象 とされ る工 事 について 、請負者 が前払金 を受 ける意志 がある場合 は、所 定 の様式 (請
負 人等提 出書類集 エー 8様 式又 は委‑9様 式)に よる書面 を提 出 させ るもの とす る。
2 前 払金 の請求 にあた つて は、契約締結後 、保証事業会社 と当該 契約期限 を保証期 限 とす る前払金保証
契約 を締結 させ 、そ の保証書及び写 し 1通 を提 出 させ るもの とす る。
3 前 払金 の請求 を受 けた ときは、遅滞 な くこれ を支払 うもの とす る。
4 第 2項 の保証書 は会計 管 理者 が 、写 しは主 管課長 が保管す るもの とす る。
払 い 、又 は返還)
(契約金額 の 変更 に伴 う前払金 の追カロ
第 8条 契 約金額 の変更 に よ り前払金 を追加払 い し、又 は返還 させ る場合 にお ける前払金 の額 は 、次 に定
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め る ところに よるもの とす る。 ただ し、前払金 を追加払 い す る場合 において も、前払金 の合計額 は最高
限度額 の 1億 円を超 えるこ とはで きない もの とす る。
(1)契 約金額 を増額 した場合 、増額後 の契約金額 の10分の 4(当 初 の前払金 の支給割合 が10分の 4を
下回 る ときは、そ の害J合とす る。以下第 2号 にお いて も同 じ。)か ら支払済 の前払金 を差 し引いて得
た額
(2)契 約金額 を減額 した場合、支払済 の前払金か ら10分の 4に 相 当す る額 を差 し引い て得 た額
2 前 払金 を追加払 いす る ときは、当該契約 日以降第 9条 に よ り保証契約変更後 の保証書及 び写 し 1通 を
提 出 させ た うえで請負者 の請求 によ り支払 うもの とす る。
3 前 払金 を返還 させ る ときは、 当該契約変更 日か ら30日以 内に返還 させ るもの とす る。請負人 が返還 期
限ま でに 当該 前払金 を返還 しない ときは、返還 期限 の翌 日か ら返還 の 日まで の 日数 に応 じ、未返還額 に
年 3.6パー セ ン トの率 を乗 じて得 た額 を遅延利 息 として徴収す るもの とす る。
4 市 長 が必要 な い と認 めた ときは、前払金 の追加払 い又 は返還 させ ない こ とがで きる。
(保証契約 の変更)
第 9条 前 払金 の追加払 い を しよ うとす る ときは 、請負者 に保証事業会社 との保証契約 を変更 させ 、変更
後 の保証書 を提 出 させ る。又、返還 させ る場合 も同様 とす るもの とす る。
(前払金 を支払 つた場合 の部分払 いの 限度額)
第 10条 前 払金 を支払 つた工事 につい て部分払 い をす るときは、規則第 51条の 2の 規定 に基 づ き、次 の算
式 に よ り得 た額 を支払 うもの とす る。
(前払金 の使途制 限)
第 11条 前 払金 は 、当該前払金 にかか る工事 に必要な経費以外 の経費 の支払 いに あててはな らない もの と
す る。
(保証契約 が解約 され た場合等 にお ける前払金 の返還)
第 12条 規 則 第 50条第 3項 の規定 によ り、前払金 を返還 させ る場合 、当該 工事 の既 済部分 の代価 に相 当す
る額 を差 し引 いて得 た額 を返還 させ るもの とす る。
(2年 度以 上 にわた る工事 の前払金)
第 13条 2年 度以 上 にわた る工事 の前払金 は、契約金額 に規則 第 50条第 1項 の割合 を乗 じて得 た額 に相 当
す る額 を支払 うもの とす る。 この場合 にお いて 、す でに支払 つた前払金 の額 が年度末 にお ける当該 工事
の既済部分 に対応 す る額 を超 える とき、当該超過額 は、支払済額 として整理 す るもの とす る。
2 前 項後段 の規定 は、事故 繰越 、そ の他 の事情 によ り次年度 に繰 り越 され る工事 にかか る前払金 につい
て も適用す る。
(債務負担行為 を伴 う工事 の特例)
第 14条 債 務負担行為 を伴 う工事 であるた め第 3条 第 2項 によ り前払金 の全部又 は一 部 を支払 うことがで
きなか った場合 は、翌 年度 に前払金 を支払 うこ とができるもの とす る。
附 則
この要綱 は、昭和 59年 4月 1日 か ら施行す る。
附 貝 J(平 成 4年 多摩 市告示第 12号)
この要綱 は、平成 4年 4月 1日 か ら施行す る。
附 則 (平成 13年多摩 市告示第87号)
この要綱 は、平成 13年 4月 1日 か ら施行す る。
(平成 16年多摩 市告示第 529号)
この要綱 は 、公示 の 日か ら施行す る。
附 則

(平成 19年多摩市告 示 第 109号)
この要綱 は、平成 19年 4月 1日 か ら施行す る。
附 則

(平成 21年 多摩 市告示第 155号)
この要綱 は、平成21年 4月 1日 か ら施行す る。
附 則
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