
番号 様式等名称 様式番号 例規等名称

1 入札書 第1号様式 富士市建設工事執行規則

2 委任状（入札に係るもの） － －

3 見積書 第2号様式 富士市建設工事執行規則

4 建設工事請負契約書 第3号様式 富士市建設工事執行規則

5 建設工事請書 第4号様式 富士市建設工事執行規則

6 建設工事変更請負契約書 第5号様式 富士市建設工事執行規則

7 建設工事変更請書 第6号様式 富士市建設工事執行規則

8 建設工事請負代金請求権譲渡承諾（変更承諾）申請書 第7号様式 富士市建設工事執行規則

9 製造請負契約書 第22号様式 富士市建設工事執行規則

10
一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工
事）

第1号様式
建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方
法その他必要な事項

11
一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量、建
設コンサルタント等）

第1号様式
建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加すること
ができる資格等

12 天災その他不可抗力による損害負担請求書 別紙様式1
静岡県　天災その他不可抗力により工事出来形部分等に
損害を生じた場合等における事務の取り扱いについて
（昭和60年10月23日　管第434号）

13 工事履行報告書 様式第1号 富士市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

14 債権譲渡承諾依頼書 様式第2号 富士市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

15 工事出来形査定協力依頼書 様式第6号 富士市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

16 融資実行報告書 様式第7号 富士市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領

17 工事見積内訳書 第2号様式 －

18 業務委託見積内訳書 第2-2号様式 －

19 契約保証金還付請求書 － －

建設工事及び建設関連業務委託に関する押印見直し手続きに係る様式一覧

引き続き押印が必要な書類（様式中に㊞、印又は押印欄があります。）



建設工事及び建設関連業務委託に関する押印見直し手続きに係る様式一覧

番号 様式等名称 様式番号 例規等名称

1 誓約書 第1号様式の2
建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加することがで
きる資格等

2 建設関連業務競争入札参加資格継承審査申請書 第2号様式
建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加することがで
きる資格等

3 誓約書 第1号様式の2
建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方法
その他必要な事項

4 建設工事競争入札参加資格審査申請書 第3号様式
建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方法
その他必要な事項

5 建設工事競争入札参加資格継承審査申請書 第4号様式
建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方法
その他必要な事項

6 入札談合情報に係る事情聴取書 別記様式第3 富士市談合情報対応マニュアル

7 誓約書 別記様式第4 富士市談合情報対応マニュアル

8 苦情申立書 第1号様式
富士市公共工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理
取扱要領

9 再苦情申立書 第4号様式
富士市公共工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理
取扱要領

10 委任状（入札参加登録に係るもの） － －

11 承諾書 別紙1 災害等の応急復旧工事に係る契約手続き

12 変更指示書 － 富士市建設工事に係る設計変更事務取扱要領

13 貸与品借用書 －
請負者による工期の延長の請求等（静岡県工事執行規則第30
条）

14 貸与品返納書 －
請負者による工期の延長の請求等（静岡県工事執行規則第30
条）

署名又は記名押印が必要な書類
（様式中に「氏名を自書しない場合は、記名押印すること」と書かれています。）



建設工事及び建設関連業務委託に関する押印見直し手続きに係る様式一覧

番号 様式等名称 様式番号 例規等名称

1 工程表 第10号様式 富士市建設工事執行規則

2 工事工程月報 第11号様式 富士市建設工事執行規則

3 主任技術者等通知書 第12号様式 富士市建設工事執行規則

4 工期延長請求書 第15号様式 富士市建設工事執行規則

5 変更工程表 第16号様式 富士市建設工事執行規則

6 完成届出書 第17号様式 富士市建設工事執行規則

7 修補完了届出書 第18号様式 富士市建設工事執行規則

8 出来形確認請求書 第20号様式 富士市建設工事執行規則

9 完了届出書 第23号様式 富士市建設工事執行規則

10 下請負人通知書 第8号様式 富士市建設工事執行規則

11 指定部分完成届出書 - -

12 仲裁合意書 － －

13 課税・免税に関する届出書 － －

14 認定申請書 第1号様式 富士市建設工事の中間前金払に関する取扱要領

15
建設関連業務競争入札参加資格審査申請書等記載事項変
更届

第3号様式
建設関連業務の委託契約に係る競争入札に参加することがで
きる資格等

16 建設工事競争入札参加資格審査申請書等記載事項変更届 第5号様式
建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方法
その他必要な事項

17 入札参加資格確認申請書 様式第1号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

18 入札参加資格確認申請書（共同企業体） 様式第2号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

19 入札参加資格確認申請書（業務委託） 様式第3号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

20 同種工事の元請け施工実績 様式第4号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

21 同種業務の元請け履行実績 様式第5号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

22 配置予定技術者等の資格・工事経験 様式第6号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

23 配置予定技術者等の資格・業務経験 様式第7号 富士市制限付き一般競争入札実施要領

24 工事費内訳書 － 富士市建設工事合併入札試行要領

25 システム利用届 様式1 富士市電子入札運用基準

26 システム利用変更届 様式2 富士市電子入札運用基準

押印が不要な書類



建設工事及び建設関連業務委託に関する押印見直し手続きに係る様式一覧

番号 様式等名称 様式番号 例規等名称

27 電子入札利用届（ＪＶ用） 様式3 富士市電子入札運用基準

28 旧ＩＣカード使用届 様式4 富士市電子入札運用基準

29 紙入札方式参加申請書 様式5 富士市電子入札運用基準

30 電子入札辞退理由書（辞退届） 様式6 富士市電子入札運用基準

31 入札書未提出理由書 様式7 富士市電子入札運用基準

32 参加資格喪失の届出 様式8 富士市電子入札運用基準

33 工事（委託）費内訳書 － 電子入札心得

34 工事（委託）費内訳書 － 電子入札心得（紙入札参加者用）

35 低入札価格の調査に係る提出資料 － 低入札価格調査対象工事の留意事項

36 下請け契約状況調査書 － 富士市建設工事下請状況調査実施要領

37 工事事故報告書【添付資料】 － 工事事故対応マニュアル

38 専任の主任技術者兼任届出書 様式第1号 建設工事における技術者及び現場代理人の取扱いについて

39 建設工事現場で主任技術者となる届出書 様式第2号 建設工事における技術者及び現場代理人の取扱いについて

40 現場代理人の兼任届出書 様式第3号 建設工事における技術者及び現場代理人の取扱いについて

41 監理技術者兼任届出書 様式第4号 建設工事における技術者及び現場代理人の取扱いについて

42 建設業退職金共済制度に係る掛金収納書未提出の理由書 － 建設工事契約業務

43 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 － 建設工事契約業務

44 修正工程表（建設工事執行規則第10号様式を準用） 第10号様式 建設工事監督業務

45 業務代理人等通知書 － 建設関連業務委託契約業務

46 経歴書 － 建設関連業務委託契約業務

47 業務委託実施計画表 － 建設関連業務委託契約業務

48 準市内業者の支店・営業所等状況報告書 － －

49 業務委託完了報告書 － －

50 等級格付に用いる評価申請書 － 建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領

51 災害時活動状況証明書 － 建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領

52 指示、承諾、協議、提出、報告書 第1号様式 富士市建設工事監督規程第7条に基づき作成すべき書類

押印が不要な書類



建設工事及び建設関連業務委託に関する押印見直し手続きに係る様式一覧

番号 様式等名称 様式番号 例規等名称

53 支給材料受領書 第2号様式 富士市建設工事監督規程第8条に基づき作成すべき書類

54 現場発生品届 第4号様式 富士市建設工事監督規程第9条に基づき作成すべき書類

55 休日又は夜間作業届 第5-2号様式 富士市建設工事監督規程第10条に基づき作成すべき書類

56 段階確認・立会願 第7-2号様式 富士市建設工事監督規程第11条に基づき作成すべき書類

57 説明請求書 － 成績評定実施要領第11号に基づく説明等取扱基準

58 再説明請求書 － 成績評定実施要領第11号に基づく説明等取扱基準

59 （計画・実施）品質証明書 様式27-1 品質証明実施基準（案）

60 品質証明員通知書 様式27-2 品質証明実施基準（案）

61 品質証明書（チェックリスト） 様式27-3 品質証明実施基準（案）

62 施工計画書 － －

63 補助技術者通知書 － －

64 工事延長請求書 様式14号
請負者による工期の延長の請求等（静岡県工事執行規則第30
条）

65 支給材料清算書 －
請負者による工期の延長の請求等（静岡県工事執行規則第30
条）

押印が不要な書類


