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Ⅰ．検査は契約書、設計図書に基づいて⾏う

⻑野県では、平成15年度に発注機関から独⽴した検査部門を会計局に
設置し、契約額800万円以上の県発注工事におけるしゅん工検査、指導
監査等を実施しています。
本年度の技術者セミナーでは、あらためて検査の法的根拠や検査員が

何をもとに検査しているのかをまとめてみました。
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（契約の履行の確保）

第234条の2 第1項

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契

約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当

該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約

の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認

（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行

なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含

む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

地方自治法

（R4.6最終改正版から引用）

検査員は何をもとに検査している︖
その１ 根拠法令①

同じ条文の中に、監督と検査
が規定されているんだ



地方自治法施行令
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（監督又は検査の方法）

第167条の15

地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示

その他の方法によって行なわなければならない。

２ 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様

書及び設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を

記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければならない。

（R4.6最終改正版から引用）

検査員は何をもとに検査している︖
その２ 根拠法令②

この政令でも、監督と検査が
同じ条文の中に併記されているよ



契 約 書 （建設工事標準請負契約約款）
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（総則）

第１条 第１項

発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同

じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明

書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に

従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設

計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を

履行しなければならない。

（R4.7.19適用版から引用）

検査員は何をもとに検査している︖
その３ 契約上の定め

発注者と受注者が
契約において守る
べきルールは…

建設工事に関係する法律は・・・
○建設業法、品確法、入札契約適正化法
（これらはまとめて「担い手３法」と言われ、
最近ではR元.6月に一体的改正が行われた。）

○労働安全衛生法（安衛法）

○廃棄物処理法（廃掃法）、建設リサイクル法

など （一部略称）



設計図書
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図面

検査員は何をもとに検査している︖
その４ 工事の詳細な定め

図面は現場ごとに異な
る。現場説明書や特記
仕様書にも現場固有の
条件が明記される。
設計図書は工事案件ご
とに違うと言えるな

（建設部発注土木工事の場合 R4.8月現在）
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設計図書は入札公告時点で見ることができる

「入札公告（様式5-1号）」（R4.7版）の文例

3 入札手続等

注）１のとおり

閲覧設計書、位置
図、条件明示書、各
種計算書等の掲載可
能な図書

申請書等

図面等の掲載してい
ない図書

入札情報システムアドレス：

令和4年7月1日（金）から 長野県○○市○○

手　続　等 期間・期日・期限 場　　　　所

令和4年7月1日（金）から

○○建設事務所
設計図書等の閲覧

すべて入札情報システムに掲
載

注）２-１のとおり

設計図書等の
入手方法

http://www.pref.nagano.lg.jp
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共通仕様書はいつでも見ることができる

土木工事共通仕様書（建設部 R3.10版）

土木工事共通仕様書（林務部 R3.11版）

土木工事共通仕様書（農政部 R3.10版）

改訂されるので
時々チェックしよう

農政部仕様書

林務部仕様書

建設部仕様書

長野県
ホームページ
内で検索
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現場必携もいつでも見ることができる

土木工事現場必携

長野県
ホームページ
内で検索
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工事書類簡素化ガイドライン（農政部 R3.3版）

工事書類簡素化ガイドライン（林務部 R3.3版）

工事書類簡素化ガイドライン（建設部 R3.3版）

【注意】
工事書類簡素化ガイドライン（工事関係書類一覧表）は、書類作成の要・不要、及び作成した書類の提出、報告、
又は提示の扱い等を定めたものです。 提出が不要（提出欄に○がない）であることをもって作成自体が不要であ
ることを示したものではありません。

簡素化ガイドラインもいつでも見ることができる

農政部簡素化ガイドライン

林務部簡素化ガイドライン
建設部簡素化ガイドライン

長野県
ホームページ
内で検索
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ここで、
契約書（契約約款）の最新版
と数年分の旧版の中身を確
認できる。

ここで、
入札公告［共通事項］の中身
を確認できる。
（次ページ）

契約書（案）もいつでも見ることができる(1/2)
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「建設工事に係る受注希望型競争入札公告〔共通事項〕」（R2.4版）の文例

２ 入札参加手続等

(2) 設計図書等の閲覧等

ア 本工事に係る設計図書等（図面、仕様書、現場説明書及び参考図書

（閲覧設計書を含む。）をいう。以下同じ。）及び契約書（案）は、

次の方法により閲覧できるものとする。

○契約書（案）

長野県公式ホームページに掲載する。

○閲覧設計書、図面、仕様書等

発注機関が入札公告で示す方法において、閲覧及び購入できるも

のとする。

契約書（案）もいつでも見ることができる(2/2)
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◆「契約書」
（総則）
第１条

第５項
この契約書に定める催告、請求、通知、報告、

申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ
ならない。

工事打合せ簿（1/3）

契約書及び設計図書は契約（入札公告）時点で定め
られていますが、契約後に、受発注者が設計図書等に
関して変更したり、新たな事項を合意して定める時は
「工事打合せ簿」が使用されています。
検査は、工事打合せ簿にも基づいて行われます。

○「工事打合せ簿」に関連する規定

契約約款のこの規定は「書面主義」
と言われているらしい
つまり、建設工事の請負契約は
書面主義であることを第１条で
謳っているんだ

（R4.7.19適用版から引用）
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◆「契約書」

（条件変更等）

第18条 第１項

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その

旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これら

の優先順位が定められている場合を除く。）。

二 設計図書に誤謬＊又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は

人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。

工事打合せ簿（2/3）

○「工事打合せ簿」に関連する規定

「設計照査」と言われる規定だな…
（R4.7.19適用版から引用）

＊ 誤謬（ごびゅう）：（考え・知識などの）あやまり。
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工事打合せ簿（3/3）

◆「共通仕様書」

1-1-1-2用語の定義

15.指示 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員等が受注者に対して、工事の施工上必

要な事項について書面により示し、実施させることをいう。

16.承諾 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員等または受注

者が書面により同意することをいう。

17.協議 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員等と受注

者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

1-1-1-3 設計図書の照査等

2.設計図書の照査

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号か

ら第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が

確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

○「工事打合せ簿」に関連する規定

前ページ参照

（建設部 R3.10版から引用）
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Ⅱ．迷うことが多い事例から学ぶ

検査時に受注者から、「なぜこの書類は作成しなくてはいけないのか︖」という疑問が寄せられま
す。根拠がわからないと、どんな場合でも書類を作ってしまうこともあると思います。
書類作成や施工のルールは「法令、契約書、設計図書及び工事期間中に受発注者で合意した工事打

合せ簿等」に定められており、検査員が検査において基づくべきものも、そのルールです。
とは言え、そのルールは多岐、広範囲にわたり、法律などは読み解くことが難しいものです。
そこで、迷うことが多い事例について、書類作成の根拠をルールの中で深堀りしてみた過程を示す

ことにより、理解を広げる⼀助になればと考えました。
簡素化ガイドライン等、工事書類の扱いは定められておりますが、関係する全ての皆さんが⾃ら理

解を広げることで、⼈⼿不⾜の中における更なる簡素化につながることを願います。
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（施工体制台帳及び施工体系図の作成等）
第二十四条の八

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工す
るために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金
の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土
交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人
に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成
し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

４ 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請
負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げ
なければならない。

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

○建設業法（R3.5最終改正版）

→ところが公共工事の場合は、更に入札契約適正化法による読み替えが必要になる（次ページ）

３ページ後

建設業法施行令第7条の4：
4,000万円（建築一式工事は6,000万円）

（第１項及び第4項のみを抜粋）
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（施工体制台帳の作成及び提出等）

第十五条

公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四

項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるの

は「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額

（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が

政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、

同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所

及び公衆が見やすい場所」とする。

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（略称：入札契約適正化法）（R3.5最終改正版）

→読み替えた結果を要約すると、
「建設業者は下請契約を締結したときは施工体制台帳を作成しなければならない。」

「施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。」

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

結局、公共事業の
場合は全ての
工事が作成対象
になるのか…



○建設業法を所管する国土交通省の通知（右添付）

作業員名簿は「施工体制台帳の一部」と表現

作業員名簿の作成について規定する「建設業法施行
規則」を確認してみると・・・（次ページ）

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

（国交省HP掲載（抜粋））

じゃあ作業員名簿はどうなの？

20
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（施工体制台帳の記載事項等）
第十四条の二

法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

二 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事する者が希望しない場合に

おいては、（６）に掲げるものを除く。）
（１）氏名、生年月日及び年齢
（２）～（６）：略

四 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事する者が希望しない場合に

おいては、（６）に掲げるものを除く。）
（１）氏名、生年月日及び年齢
（２）～（６）：略

○建設業法施行規則（R4.3最終改正版）

３ページ前 「国土交通省令で定める事項を記載した施工体制
台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。」

（第１項第二号チ及び
第１項第四号チのみを抜粋）

→作業員名簿は、「施工体制台帳の記載事項」としての位置づけである。

元請工事の作業員名簿に記載する事項

下請工事の作業員名簿に記載する事項

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

法令では「作業員名簿」という
言い方はしていないのか…
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更に詳しく知るためには・・・

○「工事書類簡素化ガイドライン（建設部R3.3版）」P10

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

この４つの契約は、建設業法上の
建設工事(下請契約)には
該当しないということだな

台帳を作成している案件がありま
すので、省力化を。
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○元請は、下請のない工事の場合は施工体制台帳を作成する義務はない。
○通称「作業員名簿」は施工体制台帳の記載事項の一部であるため、施工体制台帳同
様、下請のない工事では作成する義務はない。

■根拠：建設業法、入札契約適正化法、建設業法施行規則、簡素化ガイドライン

【結論】

【事例①】下請がない工事であっても、
施工体制台帳や作業員名簿は必要か？

根拠とした法令、設計図書等は
改定されるから、常に最新版
（適用日）には注意しよう
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【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？

「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）(長野県R元.11.20最終改
正）」（掲載先：土木工事現場必携（R2.3版）共12-14～16）・・・建設リサイクル法関連の基本はこの要領

建設リサイクル法の手続きを列挙すると、
○契約前の「説明書」
○「契約書別紙」に解体工事に要する費用等を記載
○「通知書」（発注者手続き）
○下請への「告知書」
○再生資源利用[促進]（計画・実施）書（注）
○「再資源化等報告書」

（注）作成する法令上の根拠は、建設リサイクル法では
なく「資源の有効な利用の促進に関する法律」に
係る省令（最終改正H13.3.29国土交通省令第59
号及び第60号）となる。（現場必携 共12-25より）

次ページへ続く

要
領
か
ら
今
回
事
例
に
係
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
要
約
す
る
と



再生資源利用[促進]（計画・実施）書の作成対象工事

25

【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？

（前ページ続き）要領から今回事例に係る部分を抜き出して要約すると

建設リサイクル法の対象は、次の全てを満たす工事
○請負金額500万円以上
○特定建設資材を現場に搬入（使用）する工事、
又は特定建設資材を廃棄物として現場から搬出
する工事

特定建設資材とは、次の４種
○コンクリート
○コンクリート及び鉄から成る建設資材
○木材
○アスファルト・コンクリート

別表
再生資源利用計画書（実施書） 再生資源利用促進計画書（実施書）

　次のいずれか1つでも満たす建設資材を
搬入する工事

１　土砂・・・・・・・・1,000m
3
以上

２　砕石・・・・・・・・　500t以上
３　加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物・・　200t以上

　次のいずれか1つでも満たす指定副産物
を搬出する工事

１　土砂・・・・・・・・1,000m
3
以上

２　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊   　合計200t以上
　　建設発生木材

建設リサイクル法関連書類、再生資源利用
計画書等の対象は全ての工事じゃなく、
該当する場合に作成すればいいんだな

伐採木は
対象外
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【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？

今回の事例工事は、
撤去工事に伴い現場から搬出する廃棄物、
及び設置工事に伴い現場に搬入する資材ともに、
モルタルとロックネット部材（今回は鋼材のみと仮定）
であり、特定建設資材には該当しない。

確かにモルタルは
「×（特定建設資材ではないもの）」に区分

現場必携共12-17
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更に詳しく知るためには・・・

例えばここからわかること・・・

○再生資源利用[促進]（計画・実施）書の
作成対象工事（長野県土木工事）

・かつては全ての工事に義務

・R元.11.20契約工事から
一定規模以上の工事（２ページ前の別表）に限定

【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？
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更に詳しく知るためには・・・

【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？

長野県建設部
建築住宅課HP

建設ﾘｻｲｸﾙ法を
所管する国交省
HP

「建設ﾘｻｲｸﾙ法 質疑応答集(案)
（R4.1更新 国交省）」に掲載され
ているQ&Aの例
○伐採木、型枠、梱包材の扱い
は？（Q1）
○現場で使用せず生コン会社が
持ち帰った生コンは？（Q18）
○わずかな特定建設資材廃棄物
しか発生しない場合は？（Q20）
○設計変更により対象建設工事
となった場合の手続きは？
（Q49）【要領(2)-1-ハも参照】

知れば知るほど
疑問は尽きない…
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○現場に搬入、及び現場から搬出する資材が特定建設資材には該当しないので建設リサイクル法の手続
きは不要。ただし、ロックネット工においてアンカー地山固定部にコンクリートを使用する場合等、特定建
設資材を使用又は廃棄する場合は必要になる。
○再生資源利用[促進]（計画・実施）書は、「別表」に該当しないため作成する義務はない。ただし、工事に

伴い法面整形や立木伐採で別表に該当する数量以上の残土、木くずが発生する場合等は要作成。

■根拠：公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

【結論】

【事例②】老朽化したﾓﾙﾀﾙ吹付とﾛｯｸﾈｯﾄの撤去及び同一工法によ
り再設置する道路法面工事（3千万円)において、建設ﾘｻ
ｲｸﾙ法手続き、再生資源利用計画書等は必要か？

根拠とした法令や設計図書などは
日々改定されるから、常に最新版
（適用日）をチェックしよう



建設業法上
の契約

契約

契約
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Ⅲ．元請負⼈と下請負⼈の関係における留意点

元請負人と下請負人との間で交わされる
下請契約は、発注者と元請負人が交わす
請負契約と同様、建設業法に基づくもの
で、契約を締結する際には、これら関係法
令を遵守する必要があります。
これは、契約当事者間のトラブルを予防す
ることのみならず、健全な建設産業の持続
と発展を目指すうえで⽴場を超えて取り組
まなければなりません。
本稿では、下請契約における主な留意点
について説明します。

発注者 元請負人

元請負人 一次下請負人

契約 二次下請負人一次下請負人
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下請契約締結に至るまでの手順

⾒ 積 依 頼

⾒積書提出

契 約

⾒積依頼先の選定

現場説明・図面渡

打 合 せ

合意形成

下請契約締結までのフロー

ポイント
請負契約の当事者は、各々、
対等な立場における合意に
基づいて公正な契約を締結
しなければならない

建設業法 第18条
・不当な値引き

・不利な条項を強要



「中○日」とは？
例えば中１日の場合
依頼日 9月1日
期 限 9月2日→NG
───────────
依頼日 9月1日
期 限 9月３日→OK

32

見積依頼時の留意事項

⾒ 積 依 頼

☑ 書面で依頼する

☑ 工事の内訳を付ける

☑ ⾒積期間を⼗分にとる 500万円未満 →中1日以上
5000万円未満 →中10日以上
5000万円以上 →中15日以上

✎ 建設業法 第20条
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見積書提出時の留意事項

⾒積書提出

☑ 工事の種別ごと経費の内訳を明確に
☑ 工程ごとの日数を明らかに

作業とその準備に必要な日数

✎ 建設業法 第20条



着工前の交付について
は災害時等でやむを得
ない場合は除く

重要事項15項目とは？
請負契約の締結に際して、契約
書に記載しなければならない重
要な項目で、建設業法で定めら
れています。
現行法では15の項目が掲げら
れています（次ページ）。
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契約締結時の留意事項

契 約

☑ 対等の⽴場で

☑ 着工前に書面で

☑ 重要事項を
必ず定める（15項目）

契約当事者の各々が対
等な立場で、両者の合
意に基づいて締結する

契約書はなぜ必要か？
契約内容をあらかじめ書面で
明確にすることで、請負代金
や施工範囲などの紛争を未然
に防ぐことができる

✎ 建設業法 第19条



建設業法 第19条
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契約で定めるべきこと

契約書に定めるべき 15の重要事項
①工事内容

②請負代⾦の額

③工事着手の時期及び工事完
成の時期

④工事を施工しない日又は時間
帯の定めをするときは、その内容

⑤請負代⾦の全部又は一部の
前払⾦又は出来形部分に対す
る支払の定めをするときは、その
支払の時期及び方法

⑥当事者の一方から設計変更
又は工事着手の延期若しくは工
事の全部若しくは一部の中⽌の
申出があった場合における工期
の変更、請負代⾦の額の変更
又は損害の負担及びそれらの額
の算定方法に関する定め

⑦天災その他不可抗⼒による工
期の変更又は損害の負担及び
その額の算定方法に関する定め

⑧価格等の変動若しくは変更に
基づく請負代⾦の額又は工事
内容の変更

⑨工事の施工により第三者が
損害を受けた場合における賠
償⾦の負担に関する定め

⑩注文者が工事に使用する資
材を提供し、又は建設機械その
他の機械を貸与するときは、その
内容及び方法に関する定め

⑪注文者が工事の全部又は一
部の完成を確認するための検査
の時期及び方法並びに引渡し
の時期

⑫工事完成後における請負代
⾦の支払の時期及び方法

⑬工事の目的物が種類又は品
質に関して契約の内容に適合し
ない場合におけるその不適合を
担保すべき責任又は当該責任
の履⾏に関して講ずべき保証保
険契約の締結その他の措置に
関する定めをするときは、その内
容

⑭各当事者の履⾏の遅滞その
他債務の不履⾏の場合における
遅延利息、違約⾦その他の損
害⾦

⑮契約に関する紛争の解決方
法

国土交通省のHPからダウンロードできます→
↓
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契約方法の種類

書面での契約方法 ☑ 以下のいずれかの方法で

注文書・請書による方法個別契約書による方法

請負契約書
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

請負契約書
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

請負契約書
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

注文書
・・・・・
・・・・・・
・・・・
・・・・・・

請書
・・・・・
・・・・・・
・・・・
・・・・・・

請負契約書
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

請負契約書
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

基本契約書
（又は約款）
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

現場固有の事項 一般的な事項

（大事なのは、前述の15項目の取り決めがされているということ）



支
払
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下請代金の支払いについて

下請代⾦の適切な支払とは

☑ 元請負人は、発注者から支払い
を受けたときは、下請負人に対し、
相当する下請代⾦を１ヶ⽉以内
で、かつできるだけ短い期間内に
支払わなければならない。

✎建設業法 第24条の３第１項

発注者

元請負人

一次下請負人

二次下請負人

支
払

支
払

１ヶ月以内
に支払う

１ヶ月以内
に支払う
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下請代金の支払いについて その２

特定建設業者はさらに…

☑ 特定建設業者は、下請負人※

から工事目的物の引渡し申出日
から起算して50日以内に下請代
⾦を支払わなければならない。
※特定建設業者又は資本⾦4,000万円以上の法人は除く

建設業法 第24条の６

下請工事完成

50日

下請負人からの
工事完成通知

下請工事完成検査

下請負人から工事
目的物引渡し申出

工事目的物引渡し

下請負人からの
代⾦請求

下請代⾦の支払

50日
請求日
ではない

50日以内
かつ

できるだけ
早い時期
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Ⅳ．コロナ下における検査体制
（書面方式による指導監査）

指導監査は、平成15年度から対面方式により実施していましたが、平成30年１
⽉、働き方改⾰の実現及び効率的な監査を目的に⼀部の工事において初めて受注者
が⽴ち会わずに⾏う書面方式を試⾏により導⼊後、対象を順次拡⼤し、優良技術者
表彰受賞者を配置技術者とした工事等は原則として書面方式、それ以外の工事にお
いても情報共有システム利⽤工事は書面方式を選択できる選択制を採⽤しています。
その後、令和２年に新型コロナウイルス感染の流⾏が始まり、令和２年９⽉に

「新型コロナウイルス感染下における検査等の体制」を定め、状況変化に応じて改
正を⾏っています。
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検査等の実施区分表（R4.5.11改正） 【R4技術者セミナー用簡略化版】
検査等 しゅん工検査 完了検査

レベル

（中間検査、事前
確認を含む）

（中間検査を
含む）

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

レベル６

（まん延防止等重点
措置公示、緊急事態
宣言、医療非常事態
宣言）

上記に係わらず、関
係者が罹患

元請・下請関
係適正化調査

※レベル：県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等対策条例に基づき県から発出される感染警戒レベル

※上表は、R4.5.11付けで契約・検査課から(一社)長野県建設業協会及び県発注機関等あてに
　通知した内容をR4技術者ｾﾐﾅｰ用に簡略化したもの

抜き打ち検査 指導監査

実 施

（対面時間短縮の

工夫等）

通常どおり

実 施

(代替者確保等)

実 施

取りやめ

実 施

（原則書面方式等）

取りやめ

レベル１における指導監査：
書面方式又は対面方式を
選択できる選択制となる。

レベル６における指導監査及
び元下調査：
第７波においては、基本的
な感染対策を徹底した上で
書面方式による「実施」の可
否を関係者間で決められる
こととしている。
（R4.8.10～）

書面方式とは・・・：

情報共有システムを利用し
ている案件は、システムから
確認する。書類のみの場合は、
あらかじめ必要書類を借用し
確認する。
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指導監査（書面方式）における指摘の疑義について

受注者が⽴ち会わない書面方式による指導監査において、指導事項等の内容に疑
義等がある場合は、監督員を通じて又は監査員に直接確認してください。
監査員が提出済の書類を⾒落とし、提出を求める指導をしてしまった場合は、そ

の旨を監査員が確認できれば再提出する必要はありません。
検査員（監査員）がしゅん工検査、指導監査等において指摘する内容については、

受発注者が理解し易い記載に努めて参ります。
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最後に（お願い） 指導監査の実施時期について

発注機関の長が必要と認めた時期。

・出来高が概ね30%程度

・舗装工事等で実質工期が短いものは、施工計画書、施工体制台帳、起工測量・

予想出来形図等の提出後であれば30％未満で可。

・なお抜き打ち検査対象工事は、是正後、しゅん工までに抜打ち検査が実施でき

る様、指導監査時期に配慮願います。

施工計画書、施工体制台帳の提出後に、指導監査が
行えるよう、受発注者間で調整をお願いします。

指導監査（書面方式）を効果的に行うため

原則



ご清聴ありがとうございました。
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なお、別紙の「検査事例集」につきましては、説明を省略させていただきますが、
不適切な施工の是正事例などが掲載されていますので、ご一読下さい。


