
【建築工事】

項目 関係書類 削減・簡素化 ルール徹底 削減・簡素化・従来ルールの徹底

1 建設工事請負契約書

2 課税（免税）事業者届出書

3 工程表

（１） 4 現場代理人等指定通知書

5 履行保証保険保証証券

6 建設業退職金共済掛金収納書

7 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

8 建設工事保険の写

9 ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ受領書写

10 ＣＯＢＲＩＳ工事登録証明書

11 再生資源利用（促進）計画書

12 請負代金内訳書

13 建設業許可標識掲示完了届

14 契約変更関連書類

（２） 15 製本図面（白焼き）

16 施工計画書 ○ ・標準仕様書にある内容については、記載不要。

17 専門技術者等の資格証明書の写

18 マスター工程表

19 工種別施工計画書 ○
・直接工事費１００万円以下の工種について、監督員の承諾を受ければ、省略できる。
・標準仕様書にある内容については、記載不要。

20 工事用材料検査願

21 各種計算書

22 総合図 ○ ・契約額５,０００万円以下の工事については、提出不要。

23 各種施工図 ○ ・標準図、カタログ等で確認できるものは、省略できる。

（３） 24 各種製作図 ○ ・標準図、カタログ等で確認できるものは、省略できる。

工事中随時提出する書類 25 各種承認図 ○ ・標準図、カタログ等で確認できるものは、省略できる。

26 見本・カタログ等 ○ ・施工計画書に添付したものは、再度の提出は不要。

27 各種施工報告書 ○ ・軽易なものについては、監督員の承諾を受ければ、提出不要。

28 各種出来形管理図・管理表 ○ ・軽易なものについては、監督員の承諾を受ければ、提出不要。

29 各種試験成績書 ○ ・軽易なものについては、監督員の承諾を受ければ、提出不要。

30 材料使用量報告書 ○ ・施工報告書に記載があるものは、提出不要。

31 納品書・伝票・出荷証明等 ○ ・工事用材料検査願を提出し、監督員の検査に合格していれば、提出不要。

32 工事打合せ書

33 工事事故報告書

34 月間工程表 ○ ・契約工期が４ヶ月未満の工事については、省略できる。

（４） 35 実施済みマスター工程表

36 週間工程表（３週） ○ ・契約額１,０００万円以下の工事については、監督員の承諾を受ければ、省略できる。

37 工事工程報告書

38 遅延回復措置書

39 前回定例打合せ議事録（全体・分科会）

40 今回分科会議題

41 施工体制台帳

（５） 42 施工体系図

43 工事現場状況報告書

44 施工状況報告書

44-1 下請状況報告書

45 下請施工状況変更届

46 再下請契約通知書

47 運搬業・処分業許可証の写

48 委託契約書の写

49 処理フロー図

50 中間処理場位置図

（６） 51 中間処理場写真

52 現場からの搬出写真

53 中間処理場での荷下ろし写真

54 マニフェストＥ票写

55 処理総括表

56 特殊廃棄物処理証明書

57 再生資源利用（促進）実施書

58 再資源化等報告書

59 工事概要

60 中間施工検査用写真

（７） 61 中間技術検査用写真

中間検査・完成検査に必要な書類 62 保全に関する説明書類

63 工事写真 ○ ○
・電子媒体で提出した場合は、工事写真帳（ダイジェスト版を含む）の提出を省略できる。
・完成後測定可能な部分（可視部）の撮影は細別毎に１回とし、後は省略する。

64 社内基準検査報告書 ○ ・施工計画書に記載がある場合は、提出する。

65 安全活動に関する記録

66 工事完成通知書

（８） 67 請負代金請求書

68 完成引渡書

69 完成写真

70 各種検査済証

71 建設副産物実態調査実施書データ

72 引渡書類一覧表

73 改善報告書

（９） 74 アパッチャーカード

75 竣工図・施工図

76 原図（白焼） ○ ・電子納品により、不要。

77 原図 ○ ・電子納品により、不要。

78 竣工写真

79 変更箇所図面

（１０） 80 変更工事分見積書

設計変更時に必要な書類 81 見積数量根拠

82 見積数量算出根拠書類

工事書類一覧表（建築（営繕）工事）

工事中定期的に提出する書類

施工体制に関する提出書類

契約時に提出する書類

工事着工時に提出する書類

完成時に提出する書類

引渡時に必要な書類

産業廃棄物処理に関する提出書類
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【電気・機械設備工事】

項目 関係書類 削減・簡素化 ルール徹底 削減・簡素化・従来ルールの徹底

1 建設工事請負契約書

2 課税・免税事業者届出書

3 工程表

（１） 4 現場代理人等指定通知書

5 履行保証保険保証証券

6 建設業退職金共済掛金収納書

7 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

8 建設工事保険の写

9 ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ受領書写

10 ＣＯＢＲＩＳ工事登録証明書

11 再生資源利用（促進）計画書

12 請負代金内訳書

13 建設業許可標識掲示完了届

14 契約変更関連書類

（２） 15 製本図面（白焼き）

16 施工計画書 ○ ・標準仕様書にある内容については、記載不要。

17 専門技術者等の資格証明書の写

18 マスター工程表

19 工種別施工計画書 ○
・直接工事費１００万円以下の工種について、監督員の承諾を受ければ、省略できる。
・標準仕様書にある内容については、記載不要。

20 工事用材料検査願

（３） 21 施工図

22 製作図・製作仕様書 ○

23 カタログ等 ○

24 各種承認図 ○

25 試験成績書 ○ ・試運転等、現場で性能が確認できるものについては、提出不要。

26 メーカーリスト

27 納品書・伝票・出荷証明等 ○ ・工事用材料検査願を提出し、監督員の検査に合格していれば、提出不要。

28 工事打合せ書

29 工事事故報告書

30 月間工程表 ○ ・契約工期が４ヶ月未満の工事については、省略できる。

（４） 31 実施済みマスター工程表 ○ ・提出不要。

32 週間工程表（３週） ○ ・軽易なものについては、監督員の承諾を受ければ、提出不要。

33 工事工程報告書

34 遅延回復措置書

35 前回定例打合せ議事録（全体・分科会）

36 今回分科会議題

37 施工体制台帳

（５） 38 施工体系図

39 工事現場状況報告書

40 施工状況報告書

40-1 下請状況報告書

41 下請施工状況変更届

42 再下請契約通知書

43 運搬業・処分業許可証の写

44 委託契約書の写

45 処理フロー図

46 中間処理場位置図

（６） 47 中間処理場写真

48 現場からの搬出写真

49 中間処理場での荷下ろし写真

50 マニュフェストＥ票写

51 処理総括表

52 特殊廃棄物処理証明書

53 再生資源利用（促進）実施書

54 再資源化等報告書

55 工事概要

56 中間施工検査用写真

（７） 57 中間技術検査用写真

中間技術検査・完成検査に必要な書類 58 工事写真 ○ ○
・電子媒体で提出した場合は、工事写真帳（ダイジェスト版を含む）の提出を省略できる。
・完成後測定可能な部分（可視部）の撮影は細別毎に１回とし、後は省略する。

59 社内基準検査報告書 ○ ・施工計画書に記載がある場合は、提出する。

60 安全活動に関する記録

61 工事完成通知書

（８） 62 請負代金請求書

63 完成引渡書

64 完成写真

65 各種検査済証

66 建設副産物実態調査実施書データ

67 引渡書類一覧表

68 改善報告書

（９） 69 アパッチャーカード

70 竣工図・施工図

71 原図（白焼） ○ ・電子納品により、不要。

72 原図 ○ ・電子納品により、不要。

73 保全に関する説明書類

74 竣工写真 ○ ・別途発注の建築工事にて提出されていれば、不要。

75 変更箇所図面

76 変更工事分見積書

（１０） 77 見積数量根拠

78 機器メーカー見積書

79 製作図・製作仕様書 ○

80 カタログ等 ○

81 各種承諾図 ○

82 試験成績書 ○ ・試運転等、現場で性能が確認できるものについては、提出不要。

契約時に提出する書類

工事着工時に提出する書類

・機器承認図を提出する。（発注仕様を確認できれば、カタログで代用可能）
工事中随時提出する書類

工事書類一覧表（建築（営繕）工事）

引渡時に必要な書類

設計変更時に必要な書類

・機器承認図を提出する。（発注仕様を確認できれば、カタログで代用可能）

工事中定期的に提出する書類

施工体制に関する提出書類

産業廃棄物処理に関する提出書類

完成時に提出する書類
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