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序 章  利用にあたって                

     
日頃から小牧市建築行政の推進にあたってご協力いただき、感謝申し上げます。 
この手引きは、小牧市が発注する建築工事及び工事監理委託業務における工事の「着手」

から工事完成後の物件の「引渡し」までの間に提出する、書類の様式や工事施工、完了検査

に関わる主な留意点などをまとめたものです。 
      この手引きを一応の目安とし、詳細な事項については関係図書を一読していただき、市発

注課及び工事担当課に確認を取ったうえで、安全管理や施工管理のさらなる充実をお願い

いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和元年６月  建築工事 提出書類事務手引き 作成 
令和３年８月  一部改訂 
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第１章  施工に関しての留意事項            

 
１．契約事項の履行 

（１）工期の厳守 
週間及び月間の工程表を作成し、工程のチェックを行うこと。 

    複数年度工事については、年度出来高に十分注意すること。 
    工期内に現場を完了させるのは当然のこと、竣工書類まで提出すること。 
（２）誠意ある施工 
    創意工夫・積極的・建設的な意見等により、より良い施工を心掛けること。 
（３）工事関係者の協調 
    各請負者及び関係業者等、工事に携わる全ての者との協調を図ること。 
 
２．災害の防止及び安全管理の徹底 

（１）伝達及び安全管理の徹底 
    定例等による打合せにより、関係者各位への徹底を図ること。 
    関係者以外が工事現場へ立ち入り出来ないようにすること。 
（２）構内の整理整頓 
    常に構内及び進入路等の整理整頓に心掛け、安全作業環境を整えること。 
（３）交通安全 
    車両が頻繁に出入りする際は安全管理を行うこと。特に大型車両等の出入りの際

は、交通誘導員を適宜配置し事故防止に努めること。 
（４）盗難防止 
    工事車両、機械類及び備品類等の管理を徹底し、盗難には十分気をつけること。 
（５）災害時の対応 
    災害発生時、現場代理人は速やかに負傷者の救護、二次災害防止措置、関係各所 

への連絡を行うこと。 
 
３．設計図書及び標準仕様書の熟知 

（１）設計図書及び公共建築工事の各標準仕様書を熟知した上で施工を行うこと。 
   ※準拠する図書（原則発注時の最新年版とする） 
    国土交通省大臣官房官庁営繕部監修  

・「公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）」 
・「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）」 

    ・「建築工事標準詳細図」 
    ・「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編・機械設備工事編）」 
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    ・「建築工事・電気設備工事・機械設備工事監理指針」 
    ・「建築改修工事監理指針」 
    ・「建築物解体工事共通仕様書」 
（２）手戻り工事とならないように施工計画書を作成すること。 
（３）疑義が生じた場合は、請負者だけで判断せずに、工事監理業務の受注者及び監督職員

と協議のうえ施工すること。 
 
４．事務処理及び書類整備 

（１）第２章「提出書類及び竣工書類」をもとに、適切な事務処理、書類整備を行うこと。 
（２）打合せ等における指示事項については、早急に適切な処理を行い、報告すること。 
 
５．各種材料試験、自主検査等 

（１）各種材料試験は、設計図書及び標準仕様書、特記仕様書の規定によるほか、あらかじ

め工事監理業務の受注者及び監督職員と打ち合わせを行うこと。 
（２）自主検査 
    出来形、各工程等は、工事監理業務の受注者及び監督職員が確認する以前に、設計

図書、施工図及び施工計画書に基づき、現場との差異がないことを自主検査にて確

認し、手戻り工事の防止に努めること。 
    下請負業者によって施工された工事は、請負者が現場を引き渡される際に検査を

行うこと。 
（３）使用資材等は、構内搬入時に仕様・数量等をチェックし、設計図書及び施工計画書 

との照合を行うこと。 
（４）請負者は下請負業者の管理を徹底すること。 
 
６．各法令の遵守 

官公庁への手続き、産業廃棄物の処理、アスベスト処理工事等、法規制を受ける作業に

ついては、十分注意して遅滞なく対応すること。 
 
７．その他 

（１）設計図書に基づいて施工することを原則とするが、使い勝手、維持管理のしやすさ及

び経済性を考慮すること。 
（２）付近住民への交通、騒音、防塵等に対する考慮をすること。 

      作業時間は、騒音規制法、振動規制法等を厳守すると共に、特に騒音を伴う工事に

ついては、原則、休日及び時間外工事（7：00以前、19：00 以降）は行わないこと。

都合で施工する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。 
      工事車両の出入口及び駐車場の安全管理については、総合仮設計画で明確にする
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こと。 
    工事関係車両の通行及び適切な駐車スペースの確保を行うこと。 

      周辺道路及び側溝等は、常に清掃し、泥等の付着時には水でよく洗う等、汚れに十

分注意すること。また、着工前の写真撮影をしておき、既設物の破損などについて

は責任をもって対処すること。 
（３）テレビ受信障害に対する処置 
    テレビ受信障害が予想される場合、又は障害に対する報告、苦情を受けた場合等 

は、工事監理業務の受注者及び監督職員の指示により適切な対応をすること。 
（４）請負者の責務 

       改修工事等で既存部分の状態把握を事前に行い、写真に収めるなど、自社防衛に努

めること。 
    安全管理、新規入場者研修を徹底して、事故防止に努めること。 
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第２章  提出書類及び竣工書類                 

 
１．提出書類一覧表 

書類 参照 書類の流れ 備考 書式

ア 工事実績情報登録報告書 ◎→△ ―

イ 建設リサイクル法の届出 ◎→△→市建 着工の7日前まで ―

ウ 誓約書 ◎→△ No.2

エ 工程表 監要 ◎→○→△ 契約締結後14日以内 No.3

オ 現場代理人等通知書 監要 ◎→○→△ 契約締結後5日以内 No.4

経歴書 監要 添付書類必要 No.5

現場代理人兼務届 No.6

カ 請負代金内訳書 ◎→○→△ 契約締結後14日以内 No.7

補助事業は明細書を含む

キ 火災保険、その他の損害保険加入届出書 ◎→○→△ No.8

ク 緊急連絡表 ◎→○→△ 現場着工前 No.9

ケ 建設業退職金共済掛金収納報告書 ◎→○→△ 無い場合は不購入理由書 No.10

コ 特定建設作業実施届出書の写し ◎→○→△ 作業開始7日前 ―

サ 前払い金受領報告書 ◎→○→△ No.12

シ 建設廃棄物処理計画書 ◎→○→△ 添付書類必要 No.13

ス 残土投棄計画書 ◎→○→△ 添付書類必要 No.14

セ 主要材料決定報告書 監要 ◎→○→△ 添付書類必要 No.15

ソ 施工計画書・施工要領書 ◎→○→△ ―

タ 施工体制台帳の写し ◎→○→△ ―

チ 工事打合簿（指示・協議） 監要 ◎→○→△ 添付書類必要 No.16

ツ 月進捗状況報告書,工事進捗説明書 ◎→○→△ No.17

テ 完了届 規則 ◎→△ No.18

ト 竣工書類 ◎→○→△ ―

ナ 引渡し書 ◎→△ No.19

ニ 出来形検査請求書 検要 ◎→△ No.20

（凡例）

小牧市契約規則・・・・・規則

小牧市建築工事監督要領・・・・・監要

小牧市工事検査要領・・・・・検要

◎・・・請負者　　○・・・工事監理受注者　　△・・・監督職員　　市建・・・小牧市建築課
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２．工事着手前までに提出する書類 
ア）工事実績情報登録報告書 
   請負金額が 500 万円以上の場合は、下記に示す期間内に工事実績情報として「登録の

ための確認のお願い」を作成し、監督職員の承諾を得て、(一財)日本建設情報総合セ

ンター(JACIC)の工事実績情報システム（CORINS）へ登録すること。また、登録後、

JACIC が発行する「登録内容確認書」の写しを監督職員に提出すること。 

   ※(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)「登録手続きの手引き」を参考 

(1) 工事受注時      契約締結後 10日以内 

   (2) 登録内容の変更時   変更契約締結後 10日以内 

   (3) 工事完了時      工事完成後（完了検査終了後）10 日以内 

    ＜日数については、土日祝日は除く＞ 

【設計図面 特記仕様書】    

イ）建設リサイクル法の届出 

   建設工事に伴い、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサ

イクル法」という。）」に定められた工事を施工する場合は、特定の建設資材について

分別解体等及び再資源化等を促進する必要がある。 

   説明書及び添付書類に加えて、建設廃材の運搬先の処分場が再資源化施設であるか

を確認できる資料を添付し提出すること。 

なお、建設リサイクル法の届出については、工事着手の７日前までに添付図書をそろ

えて、小牧市建築課建築係へ提出すること。 

  【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】 

ウ）誓約書 

エ）工程表 

   ネットワーク・バーチャート工程及び出来高曲線等で作成したものを添付し、提出す

ること。社内検査、竣工書類の提出までを工期に含めて、作成すること。工程表を添

付した施工計画書を契約締結後１４日以内に提出する場合は、施工計画書の工程表

と兼ねても良い。 

  【小牧市工事請負契約約款第３条、小牧市建築工事監督要領第９条】 

オ）現場代理人等通知書、経歴書 

   「現場代理人」は、現場に常駐し、現場の運営取締りを行い、請負者の代理としての

役目がある。 

「技術者」は、工事施工の技術上の監理を司る役目があり、技術者の種類に応じた資

格が必要である。元請工事における一次下請負金額の合計が 6,000 万円以上の建築

一式工事（専門工事は 4,000 万円以上）は監理技術者、それ以外の建築工事では主任

技術者を選任すること。 

現場代理人、主任技術者等の兼務及び専任等については、「建築工事（建築一式以外
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は土木・水道工事）における現場代理人、主任技術者(監理技術者)配置表」を参照す

ること。現場代理人を兼務する場合もしくは特例監理技術者として兼務する場合は、

兼務可能な状況であることが分かる書類を添付し兼務届を提出すること。 
なお、本人確認及び所属確認、資格確認のため、下記書類を添付すること。 
・顔写真入りの身分証明書等の写し（監理技術者資格証、運転免許証等の写し） 
・健康保険被保険者証等の写し 
・資格者証の写し 
【小牧市工事請負契約約款第 11 条、小牧市建築工事監督要領第９条、現場代理人、

主任技術者（監理技術者）配置表】 

カ）請負代金内訳書 

着手後１４日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出すること。なお、補

助金交付対象工事の場合は明細書も合わせて提出すること。 
   監督職員は、設計金額と請負者の工事費内訳とを比較し、金額の差異が大きい場合は、

請負者に対し内容をヒアリングすること。 
  【小牧市工事請負契約約款第３条、小牧市建築工事監督要領第９条】 
キ）火災保険、その他の損害保険加入届出書 

加入内容等は「愛知県建築工事に係る火災保険等の加入方法」に準ずる。 
   工事名、保険期間等が分かる保険契約書の写しを添付すること。 
   保険期間は、原則工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。 
  【小牧市工事請負契約約款第 47 条、設計図面 特記仕様書】 
ク）緊急連絡表 

現場着工前に提出すること。 
現場で事故、苦情等があった場合に緊急で対応できる体制を整えること。 

ケ）建設業退職金共済（建退共）掛金収納書 
   請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、金融機関から交

付される領収書「掛金収納書（契約者が発注者へ）」を、契約締結後原則１ヶ月以内

に監督職員へ提出する。証紙を購入しない場合は、不購入理由書を提出する。 
なお、請負者において保有している残余証紙を使用することができる。 
また請負者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現

場」の標識を掲示しなければならない。 
コ）特定建設作業実施届出書の写し 
   市環境対策課へ提出した（受付印がある）届出の表紙の写しを提出すること。 
  【騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例】 
サ）前払い金受領報告書 
   前払い金を請求しその額を受領した場合は、報告書を速やかに提出すること。 
シ）建設廃棄物処理計画書 
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   現場で発生した廃材が適切に処理されることを確認するために、廃材を処分する前

に市へ提出すること。また、建設リサイクル法に係る工事で「説明書」を事前に提出

している場合は、処分先が同一場所かを確認すること。 
   なお、下記書類を添付し、収集運搬・処分に関して適切な業者か確認すること。 
    ・委託契約書の写し 
    ・収集運搬業許可証、処分業許可証の写し 
    ・運搬ルート図（一時保管がある場合は、それが分かるようにすること） 
    ・処分場の全景写真、処分許可証の看板写真 
    ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 
   再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は、「建設副産物情報交換システム

（COBRIS／コブリス）」により作成し、写しを提出すること。 
  【小牧市建築工事監督要領第９条】 
ス）残土投棄計画書 
   現場で発生した残土が適切に処分されることを確認するために、残土を処分する前

に市に提出すること。 
   下記書類を添付し、処分に関して適切な業者か確認すること。 
   ・承諾書（投棄場所が、許可が必要な場合は許可証の写しも提出すること。） 
   ・運搬ルート図 
セ）主要材料決定報告書 
   主要な材料（躯体、内装材、主要機器等）について挙げること。記載する材料につい

ては監督職員と調整すること。 
メーカーカタログ、機器等承認図、評価名簿等を添付すること。 

  【小牧市建築工事監督要領第 11 条】 
ソ）施工計画書、施工要領書 
   別途「施工計画書作成の手引き」を参考に作成し、総合施工計画書及び工種別の施工

計画書を、施工する前に監督職員に提出すること。工事監理業務の受注者がいる場合

は、事前に工事監理業務の受注者の確認を得ること。 
なお、工事の進捗に伴い計画内容に追加・変更が生じた場合には、末尾に追加・変更

書類を追加すること。 
  【公共建築工事標準仕様書第１章】 
タ）施工体制台帳の写し 
   請負者が下請負契約締結した場合、施工体制台帳を工事現場へ備え付けるとともに、

その写しをその都度発注者に提出しなければならない。また、施工体系図を作成し、

建設業許可証とともに工事看板に掲げること。 
   書類については、下記のものを添付すること。 
   ・小牧市と請負者との契約書の写し 
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   ・請負者の建設業許可証の写し 
   ・請負者の主任技術者（監理技術者）の資格を証する書類 
   ・請負者の主任技術者の雇用を証する書類 
   ・請負者の専門技術者（配置が必要な場合）の資格及び雇用を証する書類 

 ・施工体系図 
・一次下請との契約書の写し及び二次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契

約書の写し 
・一次下請以下の建設業許可証の写し 
・作業員名簿（元請・下請とも） 

 ※まとめ方について、国土交通省中部地方整備局作成の「建設業法に基づく適正な施

工の確保に向けて」を参考とすること。 
【建設業法 24条の７】 

チ）工事打合簿（指示・協議） 
   小牧市工事請負契約約款第 19 条第 1項に基づく通知（条件変更確認請求通知）及び

同上第 3 項に基づく通知（条件変更確認通知）、その他施工に必要な事項を指示し又

は協議するときは、原則として工事打合簿により行う。 

   変更契約の対象かどうかを、監督職員に確認のうえ内容欄の下段に記載する。 
変更前・変更後設計図、増減が分かる変更設計書を添付すること。 

   変更箇所について、変更前は黄マーカー、変更後は赤マーカーで表示すること。 
  【小牧市工事請負契約約款第 19 条、小牧市建築工事監督要領第９条、小牧市建築工事

設計監理業務委託要領第７条】 

ツ）月進捗状況報告書、工事進捗説明書 

   翌月の５日までに提出のこと。 
   工事監理業務の受注者と請負者の書類を合わせて提出すること。 
   工事監督記録簿には現場確認、検査等を行っている状況写真（工事監理者、監督員が

写ったもの）を添付すること。 
   工事進捗説明書には日毎の施工状況を記入し、加えて進捗状況が分かる現場写真を

添付する。 
   なお、現場作業が始まっていない場合は、翌月の報告とまとめてもよい。 

  【小牧市建築工事監督要領第９条】 

 
４．完了時（竣工時）に提出する書類 

テ）完了届 
  【小牧市工事請負契約約款第 33 条、小牧市契約規則第 46 条】 
ト）竣工書類 
   「７．竣工書類一覧表」を参照のこと。 
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   竣工図製本、竣工図データ、竣工写真については、完了検査終了後、速やかに提出す

ること（完了検査時に提出は求めない）。 
竣工図製本の部数及びサイズについては、市工事担当者に確認の上、製本すること。

また、表紙・背表紙に記載する工事名等は、原則箔押しとする。 
   竣工図データは、CD にて提出のこと。 

   竣工写真については、電子納品することとし、原則 CD にて提出すること。また、CD

には電子データ及びビューワーソフトを入れること。 

   竣工図データと竣工写真を１枚の CDにまとめることができる場合は、まとめてもよ

い。 
ナ）引渡し書 
   検査終了をもって提出する。引渡し物件欄については「○○○〇工事一式」と記入 

する。 
 
５．出来形検査時に提出する書類 

継続工事などにおいて部分払いをしようとするときに出来形検査を行う。 
ニ）出来形検査請求書 
   支払を生ずるため、下記書類を添付し、出来形部分が適切に施工されているかを確認

できるようにすること。 
   ・出来形報告書（出来形設計書） 
   ・出来形部分が分かる図面 
   ・監督職員が指示する書類等（工事写真帳、施工計画書、施工体制台帳等） 
  【小牧市工事請負契約約款第 38 条、小牧市工事検査要領第 13 条】 

 
６．部分使用検査時に提出する書類 

トイレ改修工事、教室改修工事等において、施設管理者より施工部分をすぐに使用したい

要望があった場合に部分使用検査を行う。検査終了後使用可能とし、現場施工の完了確認

のみを行い、支払いは伴わない。 
 市発注課より部分使用承諾依頼書が提出されたら、工事上支障がなければ、請負者は使用

承諾書を提出し現場確認検査を受けることとする。 
 提出書類については、監督職員及び検査員の指示に従うこと。 
 
７．竣工書類一覧表 

 竣工書類のファイル整理の仕方については、事前に市工事担当課及び発注課と打合せを

すること。工事内容に応じて適宜、追加・削除してよい。 
 工事監理業務の受注者がいる場合には、工事監理業務の受注者の書類チェックを必ず受

けたうえで監督職員に提出すること。 



10 
 

 

書類 作成者 備考 書式

① 工事監理帳簿類一覧表 全ての竣工書類の表紙として作成する 監理様式

② 提出帳簿類一覧表（大目次） 全ての竣工書類の目次として作成すること 監理様式

③ 工事総括表 監理様式

④ 最終月報 監理様式

⑤ 事務所検査報告書 監督員による検査状況を写真に納める ―

⑥ 請負業者　竣工書類表紙 ―

⑦ 目次（小目次） 請負者分の目次として作成すること ―

⑧ 社内検査報告書 現場代理人以外のものが検査すること ―

検査状況を写真に納める

補修箇所等は施工前・後と撮影する

⑨ 実施工程表 予定：黒、実施：赤 ―

⑩ 工事月報 ―

⑪ 安全訓練実施報告書 月毎に行った状況を報告する ―

⑫ 主要材料使用一覧表 No.21

⑬ 主要材料比較調書 No.22

⑭ 主要材料搬入報告並びに検査書 No.23

⑮ 納品書の写しor出荷証明書 ―

⑯ マニフェスト管理台帳 収集運搬の車両ﾅﾝﾊﾞｰ,最終処分場を記載する No.24

原本は必要に応じて検査員等に提示する

少量のため後日処分する場合は,念書等を提出すること

⑰ 施工各種試験結果報告書 独自の規定等がある場合はその根拠を添付する ―

⑱ 試運転調整結果報告書 工期外に行う場合は念書を提出する ―

⑲ 建退共払出し ―

⑳ 施工計画書、施工要領書 別紙「施工計画書の手引き」を参照する ―

㉑ 施工体制台帳の写し 必要書類を添付すること ―

㉒ 工事写真帳 第3章を参照のこと ―

㉓ 保全に関する書類 請負者 市発注課用に整理すること ―

㉔ 保守指導案内書 請負者 施設管理者用に整理すること ―

㉕ 竣工図データ 請負者or 契約時ﾃﾞｰﾀを修正し、現場施工を反映させたﾃﾞｰﾀとすること ―

委託受注者

㉖ 竣工図製本 請負者 部数は市工事担当者と事前打合せをすること ―

㉗ 竣工写真 請負者 特記に記載がある場合のみ ―

決定報告書に挙げた項目を列記する
また、列記する項目を合わせる

委託受注者

請負者
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㉓保全に関する書類（市発注課用） 

  工事完了後、施設管理をしていく上で把握しておくべき書類をまとめること。 

   ・保証書の写し 
   ・鍵等引渡し書、施設の鍵の内訳書の写し 
   ・官公署届出書類の写し 
   ・取扱説明書、カタログ等の写し 
   ・機器決定図の写し 
   ・色柄決定報告書の写し 
   ・メンテナンスに関しての緊急時連絡体制の写し 
㉔保守指導案内書（施設用） 
  工事完了後、現場で保存しておくべき書類をまとめること。 
   ・上記記載の書類の原本 
 ※㉓㉔については市発注課及び工事担当課と打合せをし、1 冊にまとめてもよい。 
㉕㉖竣工図データ、竣工図製本 

  今後の施設管理をしていく上で重要な資料となるため、契約時の発注図面データを現

場施工どおりに図・仕様・配管配線経路等を修正した図面とする。 
㉗竣工写真 
  撮影箇所数については特記仕様書に従うが、詳細の撮影アングル等は、事前に市発注課

と調整すること。 
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第３章 工事写真帳                    

 
１．撮影の仕方 

国土交通大臣官房官庁営繕部監修による「営繕工事写真撮影要領（平成 28年版）による

工事写真の撮り方撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 平成 30 年版（一般社団法

人 公共建築協会）」、「営繕工事写真撮影要領（平成 28年版）による工事写真撮影ガイドブ

ック 電気設備工事編 平成 30年版（一般社団法人 公共建築協会）」及び「営繕工事写真撮

影要領（平成 28年版）による工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編 平成 30 年版（一

般社団法人 公共建築協会）」を参考に作成し、提出すること。 

黒板には、必ず日付を入れて撮影し、黒板の文字等が確認できない写真には備考欄に説明

書きを入れること。デジタル工事写真の小黒板については、特記仕様書を参照し、監督職員

の承諾を得ること。 
なお、デジタルカメラによる工事写真の提出において、原則電子納品とするが、やむを得

ず紙台帳で提出する場合については、印刷カラー専用紙、100g/㎡以上で概ね３年間は顕著

な劣化が生じにくいものとし、書式は上記に準ずる事とする。 
 
≪写真については特に下記の内容に注意すること≫ 
・鉄筋については、現場搬入後ロールマークが確認できるように撮影し、提出すること。 
・材料、機器については、規格、商品名又は製造所名の判別できる写真とすること。また、

寸法を求められる材料については、スケールをあてて撮影すること。 
・建設廃棄物処分については、現場積込み状況写真、処分地写真が同一の廃棄物であるこ

とが確認できるよう撮影し、提出すること。 
・工事監理業務の受注者がいる場合は、工事監理業務の受注者が少なくとも１枚は写真に

納まること。 
・工事看板等の設置状況及び看板内容が確認できるよう撮影し、提出すること。 
・印刷時には見やすく、鮮明になるよう印刷すること。 
・隠蔽となる部分は、必ず撮影すること（土中、壁・天井下地材、建具下地材等）。 
 
 

２．電子納品について 

 完了書類のうち、工事写真帳については、紙の使用量の削減等の観点から、令和２年７月

より試行運用として電子データによる提出を求めている。 
そのため、工事写真帳については原則 CD-R にビューワーソフトと工事写真データを入

れて提出することとし、当面の間電子納品に関するアンケートを実施するため、請負者は協

力すること。 
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第４章 工事検査                    

  
小牧市工事検査要領に基づいて検査を行う。 
工事検査には、「監督職員」及び「契約者又は現場代理人もしくは主任（監理）技術者」

が必ず立ち会うこと。 
検査の指摘・補修事項がない場合は、検査日をもって引渡し日とする。 

 検査指示書（検査の修補補正内容が軽易なもの）による場合については、修補前後の写真

を監督職員に提出し、その確認を受けること。 
 工事検査を受けるにあたって、工事一連の書類については完了日より余裕をもって監督

職員へ提出し、チェックを受けること。 
 
＜検査の種類＞ 
完了検査 
① 完了検査：工事全ての完了時 

「発注者は、前項の完了届の提出があったときは、提出を受けた日から 14 日以内に

請負者の立会いのうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。」

（小牧市工事請負契約約款第 33 条） 

② 指定部分完了検査：部分引渡しにおける指定部分に係る工事完了時。 
「発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定

した部分がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33

条中・・・、これらの規定を準用する。」（小牧市工事請負契約約款第 39条） 
中間検査 
 ③ 中間検査：適宜 
   「発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中

間検査を行うことができる。」（小牧市工事請負契約約款第 32 条） 
出来形検査 
 ④ 部分払い検査：部分払いをしようとするとき 
   「発注者は、・・・、当該請求を受けた日から 14日以内に、請負者の立会いのうえ、

設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結

果を請負者に通知しなければならない。」（小牧市工事請負契約約款第 38条） 
 ⑤ 部分使用検査：完了検査前に使用要望等がある場合に行う検査。支払いは伴わない。 
   「発注者は、・・・引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面 

による同意を得て使用することができる。・・・、発注者は、請負者の立会いのうえ 
当該使用部分の出来形を確認しなければならない。」（小牧市工事請負契約約款第 35

条） 
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 ⑥ 履行遅滞に伴う検査：継続施工を承諾しようとするとき。 
   「発注者は、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、・・・

請負代金額から出来形部分に相応する・・・」（小牧市工事請負契約約款第 42 条） 
 ⑦ 工事中止に伴う検査：工事施工を中止しようとするとき 
   「請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、・・・工事の全部又

は一部の施工を一時中止させなければならない。」（小牧市工事請負契約約款第 21 条） 
 ⑧ 契約解除に伴う検査：契約を解除しようとするとき 
   「発注者は、・・・、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受

けるものとし」（小牧市工事請負契約約款第 46 条） 
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第５章 その他                      

 

１．事故報告書 

 現場で事故が発生した場合は、「事故報告書」を監督職員へ提出すること。 
 事故発生後の対応状況、労働基準監督署の見解、再発防止に向けた対策等を丁寧に記載す

ること。 
【28小契 1052 号平成 29年３月 28日通知文】 

 
２．参照例規集等 

ア）小牧市工事請負契約約款 
イ）小牧市契約規則 
ウ）小牧市建築工事監督要領 
エ）小牧市工事検査要領 
オ）小牧市建築工事設計監理業務委託要領 
カ）建築（土木・水道）工事における現場代理人、主任技術者（監理技術者）配置表 
キ）小牧市デジタル写真管理試行基準 
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第６章 工事監理業務における提出書類          

 
１．提出書類一覧表 

書類 参照 書類の流れ 備考 書式

ア 工事監理者及び監督員選任届 設監要 ○→△ 監No.2

経歴書 設監要 添付書類必要 監No.3

イ 業務計画書 監約款 ○→△ 契約締結後14日以内 ―

ウ 月報 ○→△ 翌月5日以内

　工事監理報告書 設監要 監No.4

　工事監督記録簿 設監要 ―

　工事監理経過表 設監要 監No.5

　進捗状況報告書 設監要 監No.6

エ 完了届 規則 ○→△ 監No.10

オ 出来形報告書 設監要 ○→△ 監No.9

カ 出来形検査請求書 検要 ○→△ No.20

キ 工事監理帳簿類一覧表 ○→△ 全ての竣工書類の表紙として作成 監No.11

ク 提出帳簿一覧表 ○→△ 全ての竣工書類の目次として作成 監No.11-1

ケ 工事総括表 ○→△ 監No.12

コ 最終月報 ○→△ ウに同じ

サ 事務所検査報告書 ○→△ 監督員による検査状況を写真に納める ―

（凡例）

小牧市契約規則・・・・・規則

小牧市建築工事設計監理業務委託要領・・・・・設監要

小牧市監理委託契約約款・・・・・監約款

小牧市工事検査要領・・・・・検要

○・・・工事監理受注者　　△・・・監督職員
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２．着手時に提出する書類 
ア）工事監理者及び監督員選任届 
   工事監理業務の受注者は、建築士法で定める工事監理者及び監督員（設備については

有資格者）を選任して、下記の書類を添付し速やかに発注者に提出すること。 
   ・経歴書 
   ・建築士免許証の写し 

【小牧市監理委託契約約款第４条、小牧市建築工事設計監理業務委託要領第５条】    

イ）業務計画書 

   工事監理業務の受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む。）以内に業務計画書を

作成し、発注者に提出すること。 

業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載すること（別添「業務計画書作成

例」を参照のこと）。 

Ⅰ業務一般事項 

 １．業務の目的 

 ２．業務計画書の適用範囲 

 ３．業務計画書の適用基準等 

 ４．業務計画書の変更について 

Ⅱ業務工程計画 

 １．業務工程表 

 ２．工事全体工程表 

Ⅲ業務体制 

 １．受注者管理体制 

 ２．業務運営計画 

 ３．業務のフロー 

Ⅳ業務方針 

 １．工事監理業務の内容 

 ２．委託監理者重点監理目標 

  【小牧市監理委託契約約款第３条】 

ウ）月報 

   毎月工事の進捗状況を、翌月５日までに、工事監理報告書に下記書類を添えて、請負

者の書類と合わせて発注者に報告すること。 

・工事監督記録簿 

   ・工事監理経過表 

   ・進捗状況報告書 

   なお、工事監督記録簿には現場確認、検査等を行っている状況写真（工事監理者、監

督員が写ったもの）を添付すること。 
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３．完了時に提出する書類 
エ）完了届 

  【小牧市監理委託契約約款第１４条、小牧市建築工事設計監理業務委託要領第１９条】 

キ）工事監理帳簿類一覧表 

   請負者が作成した竣工書類を含めた全ての竣工書類の表紙として作成すること。 

ク）提出帳簿類一覧表 

   請負者が作成した竣工書類を含めた全ての竣工書類の目次として作成すること。 

ケ）工事総括表 

   変更契約し、委託料や請負代金額等の変更を行っている場合は、変更後の金額等を記

載すること。 

コ）最終月報 

   最終月の月報については竣工書類に添付すること。 

   ウ）月報を参照し作成すること。 

サ）事務所検査報告書 

   現場完成、請負者の竣工書類作成後、工事監理者、監督員による検査（書類及び現場）

を行い、報告書にまとめること。 

   報告書には、検査日、検査内容、措置（指摘事項、手直し事項等がある場合）、手直

し（指摘事項、手直し事項等がある場合）完了確認日等を記入するとともに、検査状

況写真（工事監理者、監督員が写ったもの）を添付すること。 
４．出来形検査時に提出する書類 

継続工事などにおける監理業務委託の、委託料の部分払いをしようとするときに出来形

検査を行う。 
ニ）出来形検査請求書 
   支払を生ずるため、下記書類を添付し、出来形部分が適切に施工されているかを確認

できるようにすること。 
  【小牧市監理委託契約約款第 15 条、小牧市工事検査要領第 13 条】 

５．部分使用検査時に提出する書類 

トイレ改修工事、教室改修工事等において、施設管理者より施工部分をすぐに使用したい

要望があった場合に部分使用検査を行う。検査終了後使用可能とし、現場施工の完了確認

のみを行い、支払いは伴わない。 
 市発注課より部分使用承諾依頼書が提出されたら、工事監理業務の受注者は、請負者とと

もに工事上支障がないか確認を行い、工事上支障がなければ、請負者から監督職員へ使用

承諾書を提出し現場確認検査を受けることとする。 
 提出書類については、監督職員及び検査員の指示に従うこと。 
 部分使用検査は工事監理業務の受注者も立ち会うこと。 
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６．竣工書類一覧表 

 竣工書類のファイル整理の仕方については、事前に市工事担当課及び発注課と打合せを

すること。工事内容に応じて適宜、追加・削除してよい。 
 工事監理業務の受注者は、請負者が作成した竣工書類のチェックを行い、請負者の竣工書

類に工事監理業務の受注者の書類を添付し監督職員に提出すること。 
 提出する書類は、「１．提出書類一覧表 キ～サ」を標準とし、監督職員及び検査員から

別途書類提出の指示があった場合は、それに従うこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


