
No. 書  類  名  称 様式

1 工事打合せ簿 【様式-9】

2 協議書(工事打合せ簿） 【様式-9】

3 請求書 【様式-5(1)】

4 着手届 様式第13号

5
現場代理人等通知書
現場代理人等変更通知書

【様式-1】
【様式-1(3)】

6 経歴書 【様式-1(2)】

7 建設業退職金共済制度の掛金収納書（当初・完了時） 【様式-4】

8
下請負人（建設用機械使用）通知書
（廃止予定）

様式

9 請求書(前払金） 【様式-5(1)】

10 建設発生土受入承諾書 様式-3

11 事故報告書 様式2

12 工事履行報告書 【様式-14】

13 中間前金払認定請求書 【様式-15】

14 請求書(中間前払金） 【様式-5(1)】

15 指定部分完成通知書 【様式-16】

16 指定部分引渡書 【様式-17】

17 部分払申請書
参考様式
（検査課）

18
中間確認検査依頼について
※受注者の都合による場合

別紙1
（検査課）

19 工事の部分使用について 【様式-22】

20 通知書(工事打合せ簿） 【様式-9】

21 完成通知書 【様式-29】

22 引渡書 【様式-30】

23 電子媒体納品書 参考様式

24 修補完了届 【様式-21】

25 検査員指摘事項完了報告書 様式

26
工程表
変更工程表

【様式-3(1)】

27
出来形管理図表
品質管理図表

【様式-31】
【様式-32】

28 材料確認書 【様式-10】

29 段階確認書 【様式-11】

30 確認・立会依頼書 【様式-12】

31 支給品受領書 【様式-24】

32 支給品精算書 【様式-25】

33 現場発生品調書 【様式-28】

押印見直し対象書類一覧【土木工事】

　※コア表、写真帳などの任意様式も押印廃止の対象となります



No. 書  類  名  称 様式

1 現場代理人及び技術者通知書／履歴書

2 工事打合せ簿（受注者 ⇒ 発注者）

3 工事打合せ簿（発注者 ⇒ 受注者）

4 協議書（設計変更用）

5 通知書（設計変更用）

6 施工計画書

7 建設発生土受入承諾書

8 統括安全衛生管理義務者の同意について

9 工事写真（表紙）

10 指定部分完了届

11 指定部分受渡書

12 完成図書受渡書

13 電子媒体納品書（工事）

14 修補完了届（表・裏）

15 着手届

16 完了届

17 受渡書

18 事故報告書

19
建設工事請負契約書第２５条第５項に基づく
請負代金額の変更請求について

20
建設工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく
協議用資料の提出について

21
建設工事請負契約書第25条第６項に基づく
請負代金額の変更について（請求）

22 承諾書（建設工事請負契約書第25条第７項による通知）

23 建設業退職金共済制度に係る報告書（当初・完了）

24 部分払申請書

25 工場等における部分払検査依頼

26 中間確認検査依頼書（受注者→発注者）

27 契約目的物の部分使用承諾書

28
契約目的物の部分使用承諾書（中間確認検査実施しない場
合）

29 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況

30 手直工事完了報告書

31 検査員指摘事項完了報告書

32 前金払請求書

33 中間前金払請求書

34 中間前金払認定請求書

35 工事履行報告書

36 下請負人（建設用重機械使用）通知書

　※任意様式で提出を求められているものについても、押印廃止の対象となります

押印見直し対象書類一覧【建築工事】

検査課様式
【様式［検査］】

契約課様式
【様式［契約］】

技術監理課様式
【様式［技監］】



No. 書  類  名  称 様式

1 現場代理人及び技術者通知書(履歴書含む）

2 指示、承諾等確認書

3 施工計画書

4 入場者教育（参考）

5 安全教育実施要領(参考）

6 作業予定報告書・指示書（参考）

7 危険予知活動報告書（参考）

8 是正事項報告（参考）

9 協議書

10 通知書

11 外部足場点検表（参考）

12 工事写真表紙

13 指定部分完了届

14 指定部分受渡書

15 完成図書受渡書

16 電子媒体納品書（工事）

17 PCB使用電気機器判別表（１）

18 PCB使用電気機器判別表（２）

19 ＰＣＢ使用電気機器引渡書

20 フロン類回収実績報告書

21 撤去フロン類使用機器一覧表

22 撤去機器引渡書

23 自主点検報告書

24 （表）契約不適合補修完了届

25 統括安全衛生管理義務者の指名・同意について

26 事故報告書

27 着手届

28 完了届

29 受渡書

30
建設工事請負契約書第２５条第５項に基づく
請負代金額の変更請求について

31
建設工事請負契約書第２５条第５項の適用に基づく
協議用資料の提出について

32
建設工事請負契約書第25条第６項に基づく
請負代金額の変更について（請求）

33 承諾書（建設工事請負契約書第25条第７項による通知）

34 建設業退職金共済制度に係る報告書

35 共済証紙個人用受払総括表（参考）

36 部分払申請書

37 工場等における部分払検査依頼

38 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況

39 契約目的物の部分使用承諾書

40
契約目的物の部分使用承諾書（中間確認検査実施しない場
合）

41 受注者の理由による中間確認検査依頼

42 手直工事(修理）完了報告書

43 検査員指摘事項完了報告書

44 前金払請求書

45 中間前金払認定請求書

46 工事履行報告書

47 中間前金払請求書

48
契約目的物の部分使用承諾書（中間確認検査実施しない場
合）

49 下請負人（建設用重機械使用）通知書

　※任意様式で提出を求められているものについても、押印廃止の対象となります

契約課様式
【様式［契約］】

押印見直し対象書類一覧【設備工事】

技術監理課様式
【様式［技監］】

検査課様式
【様式［検査］】



No. 書  類  名  称 様式

1 着手届

2 業務工程表

3 技術者（責任者）通知書

4 業務計画書

5 支給（貸与）品受領書

6 支給（貸与）品返納書

7 業務従事者照明書交付願

8 乙→甲

9 甲→乙

10 打合せ記録簿

11 履行期間延長請求書

12 指定部分完了届

13 指定部分受渡書

14 契約目的物の部分使用同意書

15 照査報告書

16 事故報告書

17 完了届

18 受渡書

19 電子媒体納品書（業務）

20 地質調査報告書

21 前金払請求書 契約監理課様式

押印見直し対象書類一覧【土木委託】

　※任意様式も押印廃止の対象となります

技術監理課
様式



No. 書  類  名  称 様式

1 着手届

2 技術者（責任者）通知書

3 履歴書

4
業務計画書
（地質・土質調査業務）

5 事故報告書

6 完了届

7 受渡書

8 電子媒体納品書（業務）

9 地下埋設物確認書

10 地質調査報告書

11 （吹付アスベスト）設計チェックリスト

12 構造計算書ﾁｪｯｸｼｰﾄ

13 設計チェックリスト（建築・電気・機械）

14
技術者（責任者）通知
（工事監督委託業務）

15
委託監督員選任届
（工事監督委託業務）

16
委託監督員選任届（変更）
（工事監督委託業務）

17
監督日報等綴
（工事監督委託業務）

18
監督月報
（工事監督委託業務）

19
協議書等(工事)業者→市・監理者
（工事監督委託業務）

20
協議書等(工事)市→業者
（工事監督委託業務）

21 前金払請求書 契約監理課様式

押印見直し対象書類一覧【営繕委託】

　※任意様式も押印廃止の対象となります

技術監理課
様式
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