
工事等関係書類の押印要否一覧表
※○：押印必要、△：署名又は記名押印、×：押印不要

1 工事工程表 第3条 受注者×

2 下請負人通知書 第7条の6 受注者×

6 コンクリート構造物の品質管理 受注者× 特記仕様書より

7 安全訓練等 受注者× 特記仕様書より

10 監督員選任（変更）通知書 第9条 発注者×

11 現場代理人及び主任技術者選任届 第10条 受注者× 様式1と同時

12 経歴書 第10条 受注者× 様式1と同時

13 建設業退職金共済制度の掛金収納書 共仕第1編第1章1-1-1-41 受注者×

14 施工計画書 共仕第1編第1章1-1-1-4 受注者×

15 工事打合せ簿 第9条 共仕第1編第1章1-1-1-2 発注者○･受注者○ 指示・承諾等　協議

17 措置請求書 第12条 発注者×･受注者×

18 措置決定通知書 第12条 発注者×･受注者× 10日以内

19 貸与品借用（返納）書 第15条 共仕第1編第1章1-1-1-16 受注者× 使用予定14日以内

20 支給品受領書 第15条 共仕第1編第1章1-1-1-16 受注者×

21 支給品精算書 第15条 共仕第1編第1章1-1-1-16 受注者×

22 貸与品・支給品亡失き損報告書 第15条 共仕第1編第1章1-1-1-16 受注者×

23 現場発生品調書 共仕第1編第1章1-1-1-17 受注者×

24 材料検査願 第13条 第18条 受注者×・(検査後)監督員△

25 見本資料指定材料確認願 第14条 第19条 受注者×・(確認後)監督員△

25-2 県内産品の不採用調書 第14条 第19条 受注者×

26 県産材産地証明願 受注者×

27 県産材産地証明書 納品者×・証明者△

28 段階確認書 共仕第3編第1章1-1-1-4 受注者×・(確認後)監督員△

29 立会確認書 第14条 共仕第3編第1章1-1-1-4 受注者×・(確認後)監督員△

30 品質証明書 共仕第3編第1章1-1-1-6 受注者△

31 品質証明員通知書 共仕第3編第1章1-1-1-6 受注者×

33 土・休日・夜間作業届 共仕第1編第1章1-1-1-37 受注者×

34 事故速報 共仕第1編第1章1-1-1-30 受注者×

35 事故報告書 共仕第1編第1章1-1-1-30 受注者×

36 確認願 第18条 第21条 受注者×

37 調査結果通知書 第18条 第21条 監督員× 14日以内

38 設計図書訂正・変更通知書 第18、19条 発注者○

38-2 設計図書訂正・変更同意書 第18、19条 受注者○

39 改造報告書 第17条 第16条 監督員×

40 改造請求書 第17条 第16条 監督員×

41 工期延長願 第21条 共仕第1編第1章1-1-1-15 受注者×

42 工期変更理由書 第25条 監督員×
43 工事の全部・一部の一時中止について 第20条 共仕第1編第1章1-1-1-13 第22条 発注者○

44
工事の　全部・一部　一時中止の　全部・
一部再開について（通知）

第20、23条 発注者○

45 工期・請負代金額の変更について(協議) 第23条、第24条 発注者○

47
工期・請負代金額の変更に係る協議事項
の決定について（通知）

第23条 発注者○

48
工事に係る賃金又は物価変動に基づく請
負代金額の変更請求について

第25条 発注者○･受注者△

49
工事に係る賃金又は物価変動に基づく請
負代金額の変更による協議日について

第25条 受注者×

50
工事に係る賃金又は物価変動に基づく請
負代金額の変更について

第25条 発注者○･受注者△

51
工事に係る賃金又は物価変動に基づく請
負代金額の変更に係る協議事項の決定
について（通知）

第25条 発注者○

52
天災その他の不可抗力による損害の通知
について

第29条 共仕第1編第1章1-1-1-39 第30条 受注者×

53 被災内訳及び内容確認書 第29条 発注者×･受注者× 様式52・様式54に添付

54
天災その他の不可抗力による損害の確認
の通知について

第29条 発注者○

55
天災その他の不可抗力による損害額につ
いて(請求）

第29条 受注者△

56
天災その他不可抗力による損害額につい
て（通知）

第29条 発注者○

57 工事の部分使用について（協議・承諾） 第33条 共仕第1編第1章1-1-1-23 発注者○･受注者△

58 指定部分完成通知書 第31条 受注者×

59 指定部分引渡書 第38条 受注者×

60 完成通知書 第31条 受注者×

61 引渡書 第31条 受注者×
62 工事の履行の追完請求書 第41条 発注者○
63 承諾書（履行の追完） 第41条 受注者△

64 完成通知書（履行の追完） 第41条 受注者×

65 引渡書（履行の追完） 第41条 受注者×

66 前払金請求書 第34条 受注者○

66-2 中間前払金請求書 第34条 受注者○

67 請求書（部分払） 第37条 受注者○

68 請求書（完成） 第32条 第33条 受注者○

69 約款第37条に係る部分払金算定書 第37条 起案者×

70 特則第3条1項に係る部分払金算定書 特則第3条1項 起案者×

71 特則第3条2項に係る部分払金算定書 特則第3条2項 起案者×

73 中間検査願 共仕第1編第1章1-1-1-22 第31条 受注者×

74 中間検査手直し完了通知書 共仕第1編第1章1-1-1-22 受注者×

75 修補指示書 発注者○

76 修補完了通知書 受注者×

81 既済部分検査願 第37条 受注者×

82 工事出来形調書 受注者×

86 検査日通知書 第31、37、38条 発注者×

88 工事出来形検定書 発注者×

116 検査結果通知書 第31、37、38条 発注者×

121 請負代金相当額協議書 第37、38条 発注者○

121-2 請負代金相当額同意書 第37、38条 受注者○

122 前会計年度出来高超過額に係る部分払請求書特則第3条1項 受注者△

122-2 前会計年度出来高超過額に係る部分払承認書特則第3条1項 発注者○

１ 技術者等変更承認願 第9、10条 受注者×

２ 技術者等変更承認通知書 第9、10条 発注者×

３ 技術者等の途中交代に係る協議書 第9、10条 発注者×・受注者×
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