
施工体制確認審査 ・低入札価格調査フロー （本庁決裁案件）

入 札

開 札

低入札者が施工体制意向確認書を
提出している

入 札 保 留
施工体制確認資料の提出依頼

（提出期限：開札日の翌日、休日は除く）

施工体制確認資料が提出されてい
る

【技術審査会】審査基礎要件の確認

審査基礎要件の（２）、（３）に該当し
ない

施工体制確認ヒアリング案内通知 （マニュアル 様式１－１）

【技術審査会】失格の決定（評価値は算出しない）

三重県施工体制確認審査会及び本庁競争入札審査会へ失格の報告
（ガイドライン様式２－３及び２－４）

ヒアリングに参加 している

【技術審査会】確認審査
審査の結果について施工体制確認審査会へ意見を求める

（ガイドライン様式２－１又は２－２、及び様式２－５）

【三重県施工体制確認審査会】確認審査
技術審査会会長へ意見を通知

（ガイドライン様式３－１又は３－２）

施工体制が十分確保されていると認
められる

ガイドラインに基づき評価値の算出

【技術審査会】事後審査

施工体制審査マニュアル適用範囲

審査基礎要件の確認

※審査集計システムで開札状況調書を作成し、公開する。
※意向確認書を提出したすべての低入札者に、確認資料の提出を依頼する。

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

入札失格要件（２）

入札失格要件（３）

入札失格要件（１）

【技術審査会】確認審査

確認審査

YES

施工体制確認審査

【技術審査会】施工体制確認ヒアリングを実施

入札失格要件（４）

審査基礎要件の（１）を満足する

YES

NO

他の入札者の評価値を算出

【技術審査会】施工体制確認審査の結果を本庁競争入札審査会へ報告
（ガイドライン 様式３－４）

【技術審査会】施工体制確認審査の結果を本庁競争入札審査会へ報告
（ガイドライン 様式３－３）

落札候補者が低入札である

【発注機関の長】 工事費内訳書の確認・審査

工事費内訳書が満足している

【発注機関の長】 技術者等の配置確認・審査

事前調査２

※①「工事費等内訳書の取り扱いについて」 ２．入札書の無効等の確認・審査
※②「三重県低入札価格調査実施要領 別表２ 見積内訳等の検討に係る判断基準について」の

３．見積内訳書の判断基準の（１）の確認・審査

YES

NO

NO

技術者等の配置が満足している

YES

NO

事前調査１

※③「三重県低入札価格調査実施要領 別表２ 見積内訳等の検討に係る判断基準について」の
２．基本的判断基準の（２）の確認・審査

落札決定の保留

入札金額が重点調査基準価格以上
である

【発注機関の長】 重点調査基準価格の確認 ※重点調査基準価格は、調査基準価格の１０分の９．７

「三重県低入札価格調査マニュアル」 通常調査に該当 「三重県低入札価格調査マニュアル」 重点調査に該当

YES

NO

【発注機関の長】
落札候補者以外の低入札者の確認・審査

落札候補者以外の低入札者にも
同時に低入調査資料を求める

落札候補者以外
※④入札公告において「三重県低入札価格調査実施要領第６条第３項の適用を記載している
※⑤上記の事前調査１・２を満足している

同時に低入調査資料の提出を求めることができるNO

YES ※④、⑤を満足している場合

※①に該当の場合：無効 → ・本庁競争入札審査会へ無効の報告（低入要領様式２－２）

※②に該当の場合：失格 → ・三重県低入札価格審査会へ失格の報告 （低入要領様式２－１）

・本庁競争入札審査会へ失格の報告（低入要領様式２－２）

※③に該当の場合：失格 → ・三重県低入札価格審査会へ失格の報告 （低入要領様式２－１）

・本庁競争入札審査会へ失格の報告（低入要領様式２－２）

【発注機関の長】 低入調査資料の提出を依頼
（提出期限：翌日から起算して３日以内、休日は除く）

（通常調査）

施工体制確認資料提出あり → マニュアル別表１－２の必要な資料を提出依頼

施工体制確認資料提出なし → マニュアル別表１－３の必要な資料を提出依頼

【発注機関の長】 低入調査資料の提出を依頼
（提出期限：翌日から起算して３日以内、休日は除く）

（重点調査）

施工体制確認資料の提出あり → マニュアル別表１－２の必要な資料を提出依頼

施工体制確認資料の提出なし → マニュアル別表１－３の必要な資料を提出依頼

低入調査資料受領後、必要であれば事情聴取の実施
【発注機関の長】

低入調査資料受領後、

施工体制確認資料提出ありの場合 → 必要であれば事情聴取の実施

施工体制確認資料提出なしの場合 → 事情聴取の実施

【発注機関の長】 低入調査資料の確認・審査

契約の内容に適合した履行が
なされると認められる

NO

【三重県低入札価格審査会】
低入調査資料の確認・審査
低入要領様式４により発注機関へ意見表示

※重点調査の場合 または
※予定価格が５億円以上の場合

YES

【発注機関の長】
三重県低入札価格審査会へ意見を求める

重点調査の場合 → 低入要領様式２及び３
通常調査の場合 → 低入要領様式２及び３－１

【発注機関の長】

低入札調査で失格
本庁競争入札審査会へ失格の報告

（低入要領様式２－３）

【三重県低入札価格審査会】
低入調査資料の確認・審査
低入要領様式４により発注機関へ意見表示

【発注機関の長】
三重県低入札価格審査会へ意見を求める

重点調査の場合 → 低入要領様式２及び３
通常調査の場合 → 低入要領様式２及び３－１

【本庁競争入札審査会】 落札候補者の事後審査
（施工体制確認審査・低入札価格調査結果の報告）

三重県低入札価格審査会の
表示した意見を踏まえ

契約の内容に適合した履行が
なされると認められる

YES

落札決定・契約締結

【三重県低入札価格審査会】

委員長に対して低入要領様式５により報告

三重県低入札価格審査会の
意見と異なった場合

NO

YES

※通常調査の場合 かつ
※予定価格が５億円未満の場合

【意見聴取会】 落札確認
※予定価格が5億円以上の場合

※施工体制確認審査における

入札失格要件（２）の場合は失格の通知
（マニュアル 様式１－２）

【技術審査会】事後審査 次の候補者の審査を実施

三重県低入札価格調査実施要領適用範囲

（右上に続く）

【発注機関の長】 三重県低入札価格審査会の意見を踏まえ審査



施工体制確認審査 ・低入札価格調査フロー （事務所決裁案件）

入 札

開 札

低入札者が施工体制意向確認書を
提出している

入 札 保 留
施工体制確認資料の提出依頼

（提出期限：開札日の翌日、休日は除く）

施工体制確認資料が提出されてい
る

【技術審査会】審査基礎要件の確認

審査基礎要件の（２）、（３）に該当し
ない

施工体制確認ヒアリング案内通知 （マニュアル 様式１－１）

【技術審査会】失格の決定（評価値は算出しない）

三重県施工体制確認審査会及び競争入札審査会へ失格の報告
（ガイドライン様式２－３及び２－４）

ヒアリングに参加 している

【技術審査会】確認審査
審査の結果について施工体制確認審査会へ意見を求める

（ガイドライン様式２－１又は２－２、及び様式２－５）

【三重県施工体制確認審査会】確認審査
技術審査会会長へ意見を通知

（ガイドライン様式３－１又は３－２）

施工体制が十分確保されていると
認められる

ガイドラインに基づき評価値の算出

【技術審査会】事後審査

施工体制審査マニュアル適用範

審査基礎要件の確認

※審査集計システムで開札状況調書を作成し、公開する。
※意向確認書を提出したすべての低入札者に、確認資料の提出を依頼する。

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

入札失格要件（２）

入札失格要件（３）

入札失格要件（１）

【技術審査会】確認審査

確認審査

YES

施工体制確認審査

【技術審査会】施工体制確認ヒアリングを実施

入札失格要件（４）

審査基礎要件の（１）を満足する

YES

NO

他の入札者の評価値を算出

【技術審査会】施工体制確認審査の結果を競争入札審査会へ報告
（ガイドライン 様式３－４）

【技術審査会】施工体制確認審査の結果を競争入札審査会へ報告
（ガイドライン 様式３－３）

落札候補者が低入札である

【発注機関の長】 工事費内訳書の確認・審査

工事費内訳書が満足している

【発注機関の長】 技術者等の配置確認・審査

事前調査２

※①「工事費等内訳書の取り扱いについて」 ２．入札書の無効等の確認・審査
※②「三重県低入札価格調査実施要領 別表２ 見積内訳等の検討に係る判断基準について」の

３．見積内訳書の判断基準の（１）の確認・審査

YES

NO

NO

技術者等の配置が満足している

YES

NO

事前調査１

※③「三重県低入札価格調査実施要領 別表２ 見積内訳等の検討に係る判断基準について」の
２．基本的判断基準の（２）の確認・審査

落札決定の保留

入札金額が重点調査基準価格以上
である

【発注機関の長】 重点調査基準価格の確認 ※重点調査基準価格は、調査基準価格の１０分の９．７

「三重県低入札価格調査マニュアル」 通常調査に該当 「三重県低入札価格調査マニュアル」 重点調査に該当

YES

NO

【発注機関の長】
落札候補者以外の低入札者の確認・審査

落札候補者以外の低入札者にも
同時に低入調査資料を求める

落札候補者以外
※④入札公告において「三重県低入札価格調査実施要領第６条第３項の適用を記載している
※⑤上記の事前調査１・２を満足している

同時に低入調査資料の提出を求めることができるNO

YES ※④、⑤を満足している場合

※①に該当の場合：無効 → ・競争入札審査会へ無効の報告（低入要領様式２－２） （省略可）

※②に該当の場合：失格 → ・三重県低入札価格審査会へ失格の報告 （低入要領様式２－１）

・競争入札審査会へ失格の報告（低入要領様式２－２） （省略可）

※③に該当の場合：失格 → ・三重県低入札価格審査会へ失格の報告 （低入要領様式２－１）

・競争入札審査会へ失格の報告（低入要領様式２－２） （省略可）

【発注機関の長】 低入調査資料の提出を依頼
（提出期限：翌日から起算して３日以内、休日は除く）

（通常調査）

施工体制確認資料提出あり → マニュアル別表１－２の必要な資料を提出依頼

施工体制確認資料提出なし → マニュアル別表１－３の必要な資料を提出依頼

【発注機関の長】 低入調査資料の提出を依頼
（提出期限：翌日から起算して３日以内、休日は除く）

（重点調査）

施工体制確認資料の提出あり → マニュアル別表１－２の必要な資料を提出依頼
施工体制確認資料の提出なし → マニュアル別表１－３の必要な資料を提出依頼

低入調査資料受領後、必要であれば事情聴取の実施
【発注機関の長】

低入調査資料受領後、

施工体制確認資料提出ありの場合 → 必要であれば事情聴取の実施

施工体制確認資料提出なしの場合 → 事情聴取の実施

【発注機関の長】 低入調査資料の確認・審査

契約の内容に適合した履行が
なされると認められる

NO

【三重県低入札価格審査会】
低入調査資料の確認・審査
低入要領様式４により発注機関へ意見表示

※重点調査の場合

YES

【発注機関の長】
三重県低入札価格審査会へ意見を求める

重点調査の場合 → 低入要領様式２及び３
通常調査の場合 → 低入要領様式２及び３－１

【発注機関の長】

低入札調査で失格
競争入札審査会へ失格の報告

（低入要領様式２－３）（省略可）

【三重県低入札価格審査会】
低入調査資料の確認・審査
低入要領様式４により発注機関へ意見表示

【発注機関の長】
三重県低入札価格審査会へ意見を求める

重点調査 → 低入要領様式２及び３

【競争入札審査会】 落札候補者の事後審査
（施工体制確認審査・低入札価格調査結果の報告）

三重県低入札価格審査会の
表示した意見を踏まえ

契約の内容に適合した履行が
なされると認められる

YES

落札決定・契約締結

【三重県低入札価格審査会】

委員長に対して低入要領様式５により報告

三重県低入札価格審査会の
意見と異なった場合

NO

YES

※通常調査の場合

※施工体制確認審査における

入札失格要件（２）の場合は失格の通知
（マニュアル 様式１－２）

【技術審査会】事後審査 次の候補者の審査を実施

三重県低入札価格調査実施要領適用範囲

（右上に続く）

【発注機関の長】 三重県低入札価格審査会の意見を踏まえ審査


