
 

契約及び検査等に関する書類の一覧表（土木工事・受注者用） 
 

 

種

別 

番

号 
作成書類 提出・提示時期 

主な根拠法令・様

式 
適用・内容 

提出・提

示先 

提

出

提

示
備  考 

契

約

関

係 

 

１ 現場代理人及び主

任技術者指名（変

更）届（誓約書含

む） 

契約（又は変更契約）締結時

又は契約締結後７日以内（当

初，変更） 

・特約事項 1 

・三原市建設工事請

負契約約款（契約約

款）第 10 条 

・広島県土木工事共

通仕様書（共通仕

様） 

◎三原市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

(HP)に掲載様式 

・①～③のいずれかに該当する場合は誓約書を添付 

① 一般建設業者が請負金額4,000万円(建築一式工

事 6,000 万円)以上の工事を受注した場合，総額

4,000 万円（建築一式工事 6,000 万円）以上の下

請負契約を結ばない誓約 

② 主任技術者について,500 万円以上 3,500 万円未

満（建築一式工事 1,500 万円以上 7,000 万円未

満）の工事の工事を 3 件を超えて兼務しない誓

約（但し，災害復旧工事を含む場合には 5 件迄

兼務可能とする） 

③ 専任の場合に，他の工事と兼務し(てい)ないこ

との誓約 

契約課 

 

○  ○提出書類・・・書面として整理し残す書類等

（発注者，受注者の双方が整理，保管）    

 

○提示書類・・・書面として整理し残さなくて

も書類等の内容を確認することで目的が達する

もの（受注者のみ整理，保管）        

 ※検査時に提示         

 

２ 工事管理報告書 毎週水曜日迄（前週の管理状

況） 

・特記仕様書 

◎三原市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

(HP)に掲載様式 

・130 万円以上 2,500 万円未満の工事で現場代理人を

複数兼務している場合 

監督員 ○  

３ 請負代金内訳書 契約締結後１４日以内（当

初，変更時） 

・契約約款第 3条

・共通仕様 

・請負金額１億円超え，又は工期６ヶ月超えの工事及

び特記仕様書等で対象とした工事 

監督員 ○  

４ 当初（変更）工程

表 

契約締結後１４日以内（当

初，変更時） 

・請負金額 150 万円超え，又は監督員が特に必要とす

る工事 

監督員 ○  

５ 法第 12条第 1項に

基づく書面 

落札決定後５日以内（当初・

変更） 

・共通仕様書 ・特定建設資材廃棄物を搬出する若しくは特定建設資

材を使用する請負金額 500 万円以上の土木工事 

監督員 ○  ・契約締結前（当初・変更）に監督員に内容説

明し提出。 

６ 法第 13条及び省令

第 4 条に基づく書

面 

落札決定後５日以内（当初・

変更） 

・共通仕様書 ・特定建設資材廃棄物を搬出する若しくは特定建設資

材を使用する請負金額 500 万円以上の土木工事 

監督員 ○  ・契約締結前（当初・変更）に監督員に内容説

明し，担当課の確認済印が押印されたものを契

約課に提出。 

７ 前払金請求書 随時 ・契約約款第 34 条

・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・請負金額 130 万円以上の工事で前払金を請求する工

事 

契約課 ○   

８ 中間前金払認定請

求書 

工期の半分以上経過後随時 ・工期の半ばすぎで中間前金払の請求をする工事（当

初の前払金を受領していない場合及び部分払との併

用は不可） 

監督員 ○  ・工事履行報告書（工事工程換算値及び工事費

換算値を併記）を添付して提出。 

９ 中間前払金請求書 中間前金払認定調書受領後 ・当初の前払金に加え更に２割以内の前金を請求する

工事 

監督員 ○  ・保証事業会社発行の保証証書を添付して提出。 

10 請負工事出来形検

査要求書 

随時 ・契約約款第 37 条

・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・出来形部分等の部分払を請求する工事 

（中間前払金との併用は不可） 

監督員 ○  ・出来形部分の検査を受けるにあたり監督員が

請求する資料を提出。 

11 部分払請求書 部分払検査合格後 ・部分払検査に合格した工事 監督員 ○   

12 請求書 引渡書提出時 ◎ＨＰに掲載様式 ・完成検査に合格した工事 監督員 ○   

工

事

関

係 

 

13 工事カルテ 

（CORINS） 

契約締結後１０日以内（受

注，変更時） 

引渡日から１０日以内（竣工

時） 

※土曜日,日曜日,祝日等を

除く 

・共通仕様 ・請負金額 500 万円以上の工事 

※途中変更は工期又は技術者に変更が生じた場合と

し，請負代金のみ変更の場合は原則として登録を必要

としない 

監督員  ○ ・受領書（登録内容確認書）については提示で

提出は不要。 

・「登録のための確認のお願い」を作成し監督員

の確認を受けた上,登録申請をしなければなら

ない。 

14 工事測量成果簿 工事着手後直ちに ・共通仕様 ・工事着手後直ちに測量を実施し測量結果が設計図書

に示されている数値と差異があるか確認 

監督員  ○ ・設計図書と差異があった場合は提出，一致し

ている場合は提示。 

15 設計図書の照査確

認資料 

工事着手前・随時 ・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・契約約款第 18 条第 1 項 1～5号に該当する事実があ

るか確認 

監督員  ○ ・該当がある場合は提出,該当がない場合は提

示。 

16 施工計画書（詳細

施工計画書及び変

更含む） 

工事着手前 ・共通仕様 ・記載項目 ①工事概要，②計画工程表，③現場組織

表，④指定機械，⑤主要船舶機械，⑥主要資材，⑦施

工方法，⑧施工管理計画，⑨安全管理，⑩緊急時の体

制及び対応，⑪交通管理，⑫環境対策，⑬現場作業環

境の整備，⑭再生資材の利用の促進と建設副産物の適

正処理方法，⑮その他，⑯段階確認に関する事項，⑰

ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟの実施活動，⑱安全・訓練の活動計画 

監督員 ○  ・当初請負金額が 250 万円未満又は,維持工事等

簡易な工事は監督員との協議（承諾）により,③

現場組織表と⑪緊急時の体制及び対応のみとす

ることができる。 

・変更が軽微な場合（数量だけの変更など）は

変更施工計画書の作成を省くことができる。 

17 再生資源利用計画

書（建設資材搬入

工事用） 

施工計画（変更）時 ・共通仕様 ・請負金額 100 万円以上で該当する建設資材を搬入す

る予定がある（搬入した）工事 

監督員 ○  ・当初は施工計画書に含めて提出，完成時は工

事打合せ簿にて提出。（建設副産物情報交換シス

テム（COBRIS）に登録） 

18 再生資源利用促進

計画書（建設副産

物搬出工事用） 

施工計画（変更）時 ・請負金額 100 万円以上で該当する建設副産物を搬出

する予定がある（搬出した）工事 

監督員 ○  ・当初は施工計画書に含めて提出，完成時は工

事打合せ簿にて提出。（建設副産物情報交換シス

テム（COBRIS）に登録） 

19 土砂の適正処理に

関する条例に基づ

く届出 

当初・変更・完了時（土砂搬

出開始の 20 日前） 

・共通仕様 ・500ｍ3 以上の土砂を搬出または 2，000ｍ2 以上の

盛土等を行う工事 

農林水産

課 

 ○ ・提示のみで提出は不要。 

20 産業廃棄物管理票

（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ） 

随時 ・マニュフェスト（Ｄ票）及び業者間契約書写し等の

確認 

監督員  ○ ・マニュフェスト（Ｄ票）及び業者間における

契約書の写し等は提示，提出は不要。 



種

別 

番

号 
提出書類 提出・提示時期 

主な根拠法令・様

式 
適用・内容 

提出・提

示先 

提

出

提

示
備  考 

工

事

関

係 

 

21 工事履行報告書 毎月７日までに前月分を報

告 

・契約約款第 11 条

・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・請負金額 300 万円以上の工事 監督員 ○  ・工事打合せ簿にて提出。 

22 

 

施工体制台帳及び

施工体系図（工事

担当技術者台帳及

び役割分担表含

む） 

下請負契約締結後速やかに ・共通仕様 ・下請負業者を使う工事 

※下請負業者が市外業者の場合は理由書添付 

監督員 ○  ・二次以降の下請負業者においては，理由書不

要。 

【参考】

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/

sosei_const_tk1_000003.html 

 

23 工事打合せ簿 随時 ・契約約款第 9条

・共通仕様 

・目的ごとに整理（指示・承諾・協議・提出・報告等） 監督員 ○   

24 材料確認書 随時 ・契約約款第 13 条，

第 14 条 

・共通仕様 

・必要に応じて使用材料について監督員が臨場して確

認した工事 

監督員 ○   

25 段階確認書 随時 ・設計図書又は監督員が指示する主要な工事段階にお

いて監督員が臨場して確認した工事 

監督員 ○   

26 立会書 随時 ・必要に応じ契約図書どおり行われているか監督員が

臨場して確認した工事 

監督員 ○   

27 使用材料承認願 

（品質証明書，材

料試験報告書等） 

随時（対象資材を使用する前

まで） 

・契約約款第 13 条

・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・使用する材料の品質・規格を証明する資料 監督員 ○  ・監督員が請求する材料および共通仕様に記載

の指定材料に関する材料品質証明資料は提出，

その他の材料は提示。（検査時には提示） 

28 主要資材購入先名

簿 

監督員の材料承認後速やか

に（通常２週間以内） 

・特約事項 5 

・共通仕様 

・購入先業者の確認 

※購入先が市外業者の場合は理由書添付 

監督員 ○  ・工事打合せ簿にて提出。 

29 材料納品書（材料

出荷証明書） 

随時  ・総括表及び材料ごとの納品綴り 監督員  ○ ・契約数量を証明する必要がある材料など監督

員から請求があった場合は提出，それ以外は提

示。（検査時には提示） 

30 安全教育訓練実施

記録 

随時 ・共通仕様（土木工

事安全施工技術指

針） 

・施工計画書に記載した活動の実施記録 監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

31 新規入場者教育記

録 

随時 ・現場に新規に入場した作業員に対する教育記録 監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

32 安全巡視記録 随時 ・現場内及び周辺の監視・連絡による安全確保が行わ

れた記録 

監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

33 危険予知活動記録 随時 ・工事の内容に応じた危険予知活動及び安全活動が行

われた記録 

監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

34 各種点検記録 随時 ・工事で使用した機械，資材，保安施設等の点検及び

整備が適正に行われた記録 

監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

35 安全パトロール記

録 

随時 ・下請を使った工事（現場の安全対策について月１回

以上のパトロールを実施） 

監督員  ○ ・監督員への提示のみで提出は不要。（検査時に

は提示） 

36 各種許可証・届出

書 

随時 ・共通仕様 ・官公庁等の許証・届出等が必要な工事 監督員  ○ ・監督員から請求があった場合は写しを提出，

それ意外は提示。 

37 近隣協議資料 随時 ・共通仕様 ・地元関係者等への説明，交渉など施工上必要なこと 監督員  ○ ・監督員から請求があった場合は提出，それ意

外は提示。 

38 休日，夜間作業届 随時 ・共通仕様 ・休日，夜間の作業を行う工事 監督員 ○  ・供用中の道路工事は提出，工程会議等で監督

員が事前把握している場合は提出不要。 

39 事故報告書 事故発生後直ちに ・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・事故が発生した工事 監督員 ○  ・事故内容を通報後，監督員が指示する日まで

に提出。 

40 建設業退職金共済

制度 

完成時まで ・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・請負金額 300 万円以上の工事 

※建設業退職金共済制度の対象となる労働者がいな

い場合はその旨を報告 

監督員 ○  ・発注者用掛金収納書は提出，共済証紙受払簿

は監督員への提示のみで提出は不要。 

41 労働災害保険加入

状況 

工事着手後の翌月に ・共通仕様 ・保険関係成立届の写しを確認 

※請負額 1 億 9,000 万円未満の工事の場合，「一括有

期事業開始届」の写し 

監督員  ○ ・提示のみで提出は不要。 

42 イメージアップ記

録 

完成時 ・共通仕様 ・イメージアップを行った工事 監督員 ○  ・実施内容及び状況写真等を提出。 

43 創意工夫・高度技

術記録 

完成時 ・特記仕様書 

・共通仕様 

・高度技術・創意工夫を実施した工事 監督員 ○  ・実施内容及び状況写真等を提出。 

44 工事完成図 完成時 ・共通仕様 ・完成した現場を反映した図面とする 監督員 ○  ・設計図書に従って工事完成図を作成し提出，

変更がなければ提出不要。 

45 出来形数量計算書 随時 ・共通仕様 ・数量の変更が発生した工事 監督員 ○  ・契約数量に係わる数量計算書のみ提出。 

46 出来形・品質管理

図表 

完成時 ・土木工事施工管理基準により整理 監督員 ○  ・出来形・品質管理資料として提出。 

47 工事写真 完成時 ・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・写真管理基準により整理 監督員 ○  ・完成後測定可能な部分については，出来形管

理状況のわかる写真を細別毎に１枚程度撮影

し，後は提出を省略できる。 

48 完成通知書 完成時 ・契約約款第 31 条

・共通仕様 

◎ＨＰに掲載様式

・工事完成図書を納品した工事 監督員 ○  ・完成通知日は検査期間（13 日間）に含まれな

い。 

49 引渡書 検査合格後 ・完成検査に合格した工事 監督員 ○  ・請求書提出時に提出。 

 


