
各種様式集　契約関係様式一覧

ﾌｧｲﾙ
番号

様式名 書類名称 書類作成根拠、関連通知文等 作成者 備考

契01
様式第1号(第24

条関係)
入札書（第　回） 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則 受

契02
様式第2号(第24

条関係)
委任状 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則 受

契03
別紙様式(第8条

関係)
入札辞退届 鳥取県建設工事等紙入札執行要領(H19.10.22改正) 受

契04
様式第3号(第18

条関係)
見積書 鳥取県建設工事執行規則第18条 受

契05 監督員決定（変更）通知
・工事請負契約書第9条1項
・準監督員及び監督員補助員の配置について（H25.4.8通知））

発

契06 様式第4号 現場代理人選任（変更）通知書 ・工事請負契約書第10条2項 受

契07 様式第5号 主任技術者等選任（変更）通知書 ・工事請負契約書第10条6項 受

契08 様式第9号 追加技術者選任（変更）通知書 ・鳥取県建設工事執行規則第72条の3 受

契09(国) 請負代金内訳書の提出について
・工事請負契約書第3条１項
・共通仕様書3-1-1-2

受 国交省様式

契10(国) 工事工程表 工事請負契約書第3条１項 受 国交省様式

契11(国) 変更工程表 工事請負契約書第3条１項 受 国交省様式

契12(国) 建退共掛金収納書
・建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について
(H11.3.31付建設省厚契発第２２号）
・共通仕様書1-1-1-41-5

受 国交省様式

契13~17 参考書式
（工事支払、前金払、部分払、指定部分払、
中間前払）請求書

・工事請負契約書第34条1・3項、37条1項、37条5項、32条1項
・建設工事及び委託業務の支払事務に関する書式例について
（H27.2.10通知）

受

契18 様式1 中間前金払認定請求書
・工事請負契約書第34条3項
・中間前金払制度実施要領(H13.4.1～)

受

契19 様式3 中間前金払認定書
・工事請負契約書第34条4項
・中間前金払制度実施要領(H13.4.1～)

受

契20(国) 部分使用協議書・承諾書
・工事請負契約書第33条1項
・共通仕様書1-1-1-23

受・発 国交省様式

契21 様式第6号 工期延長願
・工事請負契約書第21条
・共通仕様書1-1-1-16

受

契22
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

・工事請負契約書第25条
・賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスラ
イド条項）運用マニュアル（H26.3.4通知）

受・発

契23(国)
天災その他の不可抗力による損害の通知に
ついて

・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

受 国交省様式

契24(国)
天災その他の不可抗力による損害の通知に
ついて（被災内訳）

・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

受 国交省様式

契25(国)
天災その他の不可抗力による損害の認定に
ついて

・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

発 国交省様式

契26(国)
天災その他の不可抗力による損害額の協議
について

・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

受 国交省様式

契27(国)
天災その他の不可抗力による損害額の協
議・承諾について

・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

発 国交省様式

契28(国) 天災その他の不可抗力による損害額の請求
・工事請負契約書第29条
・共通仕様書1-1-1-39-1

受 国交省様式

契29(国) 支給品引渡書 工事請負契約書第15条1項 発 国交省様式

契30(国) 支給品受領書 工事請負契約書第15条3項 受 国交省様式

契31(国) 支給品精算書 共通仕様書1-1-1-17-3 受 国交省様式

契32(国)
建設機械使用実績報告書※発注者からの貸
与機械

共通仕様書3-1-1-4-2 受 国交省様式

契33(国) 建設機械借用・返納書 工事請負契約書第15条3項 受 国交省様式

契34(国) 現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-18 受 国交省様式

契35 建設工事執行状況報告書 低価格落札工事における下請発注の適正化（H18.2.21通知） 受

契36 様式第7号 工事完成（修補完了）通知書
・工事請負契約書第31条1項
・共通仕様書1-1-1-21-1

受

契37 工事出来形部分確認通知書 工事請負契約書第37条 発

契38 様式第8号 工事出来形部分等確認願 工事請負契約書第37条 受
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ﾌｧｲﾙ
番号

様式名 書類名称 書類作成根拠、関連通知文等 作成者 備考

施01
再生資源利用計画書(実施書)
-建設資材搬入工事用-

・共通仕様書1-1-1-19-4
・鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領（R2.3.18一
部改正）

受

施02
再生資源利用促進計画書（実施書）
－建設副産物搬出工事用－

・共通仕様書1-1-1-19-5
・鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領（R2.3.18一
部改正）

受

施03 別紙4 建設廃棄物処理計画書
鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領（R2.3.18一
部改正）

受

施04 様式1 分別解体等説明書
・建設リサイクル法に基づく公共工事の執行（H14.5.28通知）
・建設リサイクル法の手引き（R1.7.25一部改正）

受

施04 様式2 通知書
・建設リサイクル法に基づく公共工事の執行（H14.5.28通知）
・建設リサイクル法の手引き（R1.7.25一部改正）

発

施04 様式3 再資源化等報告書
・建設リサイクル法に基づく公共工事の執行（H14.5.28通知）
・建設リサイクル法の手引き（R1.7.25一部改正）

受

施05 別表3 分別解体等の計画等
・建設リサイクル法に基づく公共工事の執行（H14.5.28通知）
・建設リサイクル法の手引き（R1.7.25一部改正）

受

施06(国) 事前調査結果報告書
・共通仕様書1-1-1-27
・共通仕様書特記事項1-1-1-27追

受 国交省様式

施07(国)
接触・切断等事故防止対策計画書（施工計
画時）

・共通仕様書1-1-1-27
・共通仕様書特記事項1-1-1-27追

受 国交省様式

施08 施工体制台帳
・共通仕様書1-1-1-10-2
・平成27年度以降の本県発注工事に係る施工体制台帳等の様式に
ついて（H27.3.10通知）

受

施09 再下請通知書
・共通仕様書1-1-1-10-2
・平成27年度以降の本県発注工事に係る施工体制台帳等の様式に
ついて（H27.3.10通知）

受

施10
【施工体系図】
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

・共通仕様書1-1-1-10-2
・平成27年度以降の本県発注工事に係る施工体制台帳等の様式に
ついて（H27.3.10通知）

受

施11 様式第1号 保険未加入者選定報告書 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（H29.3.23改正） 受

施12 様式第2号 下請契約遵守事項報告書 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（H29.3.23改正） 受

施13(国)
工事打合せ簿(指示・協議・承諾・提出・報告・
通知）

共通仕様書1-1-1-2-16~22 受・発 国交省様式

施14 様式1 工事材料使用届
工事材料使用届及び工事材料承諾願の取扱いについて（H24.1.16
通知）

受

施15 様式2 使用材料一覧表（届分）
工事材料使用届及び工事材料承諾願の取扱いについて（H24.1.16
通知）

受

施16 様式3 工事材料使用承諾願
工事材料使用届及び工事材料承諾願の取扱いについて（H24.1.16
通知）

受

施17 様式4 使用材料一覧表（承諾分）
工事材料使用届及び工事材料承諾願の取扱いについて（H24.1.16
通知）

受

施18 様式1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用願 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施18 様式3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用届 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施18 様式4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物報告書 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施18 様式5 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用承諾願 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施18 様式6 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用資材報告書 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施18 様式7 再生骨材試験結果一覧表 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使用に係る取扱いついて（H23.12.27改正通知） 受

施19(国) 段階確認書 共通仕様書3-1-1-5-6 受 国交省様式

施20 施工状況把握チェックシート 鳥取県県土整備部土木工事監督基準 発

施21(国) 確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-5-1 受 国交省様式

施22(国) 休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-37-2 受 国交省様式

施23 様式1 事故等・緊急情報記録メモ（第　報） 建設工事事故発生時の報告について（H25.1.18通知） 発
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ﾌｧｲﾙ
番号

様式名 書類名称 書類作成根拠、関連通知文等 作成者 備考

施24 様式２ 工事中の事故報告書 建設工事事故発生時の報告について（H25.1.18通知） 発

施25 工事履行報告書
・工事請負契約書第11条
・共通仕様書1-1-1-25

受

施26(国) 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8 受 国交省様式

施27(国) 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8 受 国交省様式

施28 様式土3-10 工事特性等実施状況表
共通仕様書3-1-1-13
工事成績評定要領の一部改正（R1.12.9改正通知）

受

施29 自社施工体制（変更）通知書 県土整備部自社施工対象工事適正実施要領（R2.4.1改正） 受

施29 自社施工状況確認表 県土整備部自社施工対象工事適正実施要領（R2.4.1改正） 発

施30 様式第1号 改善計画書（指示書用） 県土整備部建設工事改善指示書発出要領（H30.12.3通知） 受

施31 様式第2号 工事に関する改善指示書 県土整備部建設工事改善指示書発出要領（H30.12.3通知） 発

施32 様式第3号 改善計画書 県土整備部建設工事改善指示書発出要領（H30.12.3通知） 受

施33 様式第4号 改善指示書報告書 県土整備部建設工事改善指示書発出要領（H30.12.3通知） 発

施参考1 工事日誌（工事週報） 受

施参考2 安全日誌 受
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