
赤文字：令和 3 年 5 月 6 日の改正箇所 

 

緑文字：令和 3 年 5 月 14 日の改正箇所 

 

改正後 

 

 

 

 

改正前 

福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 

          

最終改正 令和３年５月１４日 

 

福島市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 

         

     最終改正 令和３年１月２９日 

(適正な下請契約の締結等) 

第５条 

２ 元請負人は、下請契約の締結に当たっては、

法第１８条から法第２０条までの規定及び公共

工事の品質確保の促進に関する法律(平成１７

年法律第１８号。以下「品確法」という。)第８

条の規定並びに建設工事従事者の安全及び健康

の確保の推進に関する法律(平成２８年法律第

１１１号)第１０条の規定、元方事業者による建

設現場安全管理指針(平成７年４月２１日基発

第２６７号の２)に基づき、次の各号に掲げる事

項に留意するものとする。 

 

(適正な下請契約の締結等) 

第５条 

２ 元請負人は、下請契約の締結に当たっては、

法第１８条から法第２０条までの規定及び公共

工事の品質確保の促進に関する法律(平成１７

年法律第１８号。以下「品確法」という。)第８

条の規定並びに建設工事従事者の安全及び健康

の確保の推進に関する法律(平成２８年法律第

１１１号)第１０条の規定、元方事業者による建

設現場安全管理指針(平成７年４月２６日基発

第２６７号の２)に基づき、次の各号に掲げる事

項に留意するものとする。 

 

(受注元請負人の遵守事項) 

第１０条 

 ２ 工事現場に現場代理人及び法第２６条に規

定する主任技術者又は監理技術者を置き、工事

現場における施工の技術上の管理及び当該工事

現場の施工に従事する者の技術上の指導監督の

職務を行わなければならない。この場合におい

ては、次の各号に掲げる事項を遵守するものと

する。 

(１) 

 (２) 

(３) 令第２７条で定める請負金額が３,５０

０万円(建築一式工事にあっては、７,０００万

円)以上になる場合の主任技術者又は監理技術

者は、工事現場ごとに専任で配置しなければな

らない。ただし、法第２６条第３項ただし書き

の規定による監理技術者（以下「特定監理技術

者」という。）を補佐する者（以下「監理技術者

補佐」という。）を専任で配置したときはこの限

りではない。この場合において、専任とは、他

の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的

に当該工事現場に係る職務にのみ従事すること

を意味するものであり、必ず当該工事現場への

常駐(現場が稼働中、特別の理由がある場合を除

き、常時継続的に当該工事現場に滞在している

こと)を必要とするものではない。 

(受注元請負人の遵守事項) 

第１０条 

 ２ 工事現場に現場代理人及び法第２６条に規

定する主任技術者又は監理技術者を置き、工事

現場における施工の技術上の管理及び当該工事

現場の施工に従事する者の技術上の指導監督の

職務を行わなければならない。この場合におい

ては、次の各号に掲げる事項を遵守するものと

する。 

(１) 

 (２) 

 (３) 令第２７条で定める請負金額が３,５０

０万円(建築一式工事にあっては、７,０００万

円)以上になる場合の主任技術者又は監理技術

者は、工事現場ごとに専任で配置しなければな

らない。この場合において、専任とは、他の工

事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当

該工事現場に係る職務にのみ従事することを意

味するものであり、必ず当該工事現場への常駐

(現場が稼働中、特別の理由がある場合を除き、

常時継続的に当該工事現場に滞在しているこ

と)を必要とするものではない。 

 

 

 

(４) 前号に定める   監理技術者は、法第

２７条の１８第１項に規定する監理技術者資格

者証の交付を受けた者でなければならない。 

(４) 前項に定める専任の監理技術者は、法第

２７条の１８第１項に規定する監理技術者資格

者証の交付を受けた者でなければならない。 



(５)  第３号に定める監理技術者補佐は、一級

施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家

資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資

格を有する者でなければならない。なお、監理

技術者補佐の法第２７条の規定に基づく技術検

定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種

目と同じでなければならない。 

 

(施工体制台帳の写しの提出) 

第１１条 

 ２ 

３ 施工体制台帳等には、法第２４条の８及び

建設業法施行規則(昭和２４年建設省令第１４

号)第１４条の２並びに入契法第１５条等の関

係法令の規定で定める事項を記載し、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 

(２) 元請負人の監理技術者、監理技術者補佐、

主任技術者の資格証及び健康保険証等の写し 

(３) 

(４) 

(５) 建設業法施行規則第１４条の２第１項第

２号及び第４号で定める事項を記載した、建設

工事に従事する者に関する作業員名簿(参考様

式第４号) 

 

４ 

５ 市長は、入契法第１６条の規定に基づき、

施工体制台帳等の施工技術者の設置の状況その

他の工事現場の施工体制を適正なものにするた

め、受注元請負人に対し、下請負関係者一覧表

(様式第１号)を作成させ、当該工事現場の施工

体制、社会保険等の加入状況等の確認及び施工

体制台帳等の記載に合致しているかどうかの点

検並びに徹底について必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

６ 

７ 

８ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６

号)第１６７条の２第１項及び福島市財務規則

第１８５条に規定する随意契約による請負金額

１３０万円未満の建設工事については、    

              第５項の下請負

関係者一覧表の提出は省略することができる。 

 

(施工体制台帳の写しの提出) 

第１１条 

 ２ 

３ 施工体制台帳等には、法第２４条の８及び

建設業法施行規則(昭和２４年建設省令第１４

号)第１４条の２並びに入契法第１５条等の関

係法令の規定で定める事項を記載し、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 

(２) 元請負人の監理技術者、主任技術者の資

格証及び健康保険証等の写し 

(３) 

(４) 

(５) 工事担当技術者台帳(監理技術者、主任技

術者、(全ての下請負人を含む。)及び元請負人

の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写

真、氏名、生年月日、所属会社名を記載したも

のをいう。)(参考様式第４号) 

４ 

５ 市長は、入契法第１６条の規定に基づき、

施工体制台帳等の施工技術者の設置の状況その

他の工事現場の施工体制を適正なものにするた

め、受注元請負人に対し、下請負関係一覧表 

(様式第１号)を作成させ、当該工事現場の施工

体制、社会保険等の加入状況等の確認及び施工

体制台帳等の記載に合致しているかどうかの点

検並びに徹底について必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

６ 

７ 

８ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６

号)第１６７条の２第１項及び福島市財務規則

第１８５条に規定する随意契約による請負金額

１３０万円未満の建設工事については、第３項

第５号の工事担当技術者台帳及び第５項の下請

関係者一覧表の提出は省略することができる。 

(下請負報告書の提出) 

第１２条 受注元請負人は、請負金額が５００万

円以上の建設工事について、建設工事に係る下

請契約を締結した場合は、福島市請負工事検査

規程(平成３１年４月１日付け訓令第１６号)第

５条の竣工検査合格後、１月以内に下請負報告

書(様式第２号)を市長に提出しなければならな

い。 

(下請負報告書の提出) 

第１２条 受注元請負人は、請負金額が５００万

円以上の建設工事について、建設工事に係る下

請契約を締結した場合は、福島市請負工事検査

規程(平成３１年４月１日付け訓令第１６号)第

５条の竣工検査合格後、１月以内に下請報告書

(様式第２号)を市長に提出しなければならな

い。 



２ 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する期限までに下請負報告書を提出すること

ができないやむを得ない事由があると認めると

きは、当該下請契約に係る部分について、当該

下請負報告書の提出期限を支払手続等の完了後

とすることができる。この場合において、受注

元請負人は、当該下請契約に係る支払手続等の

完了後、遅滞なく当該下請負報告書を提出しな

ければならない。 

３ 市長は、建設工事の施工又は管理等について

著しく不適当と認められる下請がなされている

と認められる建設工事について、必要があると

認めるときは、受注元請負人に対し、当該下請

負報告書の提出を求めることができる。この場

合において、受注元請負人は、市長が提出を求

めた日から１４日以内に当該下請負報告書を提

出しなければならない。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、請負金

額が５００万円未満の建設工事についても、受注

元請負人に対し、下請負報告書の提出を求めるこ

とができる。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する期限までに下請負報告書を提出すること

ができないやむを得ない事由があると認めると

きは、当該下請契約に係る部分について、当該

下請報告書の提出期限を支払手続等の完了後と

することができる。この場合において、受注元

請負人は、当該下請契約に係る支払手続等の完

了後、遅滞なく当該下請報告書を提出しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、建設工事の施工又は管理等について

著しく不適当と認められる下請がなされている

と認められる建設工事について、必要があると

認めるときは、受注元請負人に対し、当該下請

報告書の提出を求めることができる。この場合

において、受注元請負人は、市長が提出を求め

た日から１４日以内に当該下請報告書を提出し

なければならない。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、請負金

額が５００万円未満の建設工事についても、受注

元請負人に対し、下請報告書の提出を求めること

ができる。 

 

(再下請負通知書の作成) 

第１３条  

２ 元請負人は、下請負人が他の建設業を営む

者に工事の一部を請け負わせる都度、再下請負

通知書を提出しなければならない旨を下請負人

に通知するとともに、法第２４条の８及び建設

業法施行規則第１４条の４等の関係法令の規定

で定める事項を記載のうえ、作成された再下請

負通知書を受注元請負人に提出しなければなら

ない。 

(再下請負通知書の作成) 

第１３条  

２ 元請負人は、下請負人が他の建設業を営む

者に工事の一部を請け負わせる都度、再下請負

通知書を提出しなければならない旨を下請負人

に通知するとともに、法第２４条の７及び建設

業法施行規則第１４条の４等の関係法令の規定

で定める事項を記載のうえ、作成された再下請

負通知書を受注元請負人に提出しなければなら

ない。 

 

(実態調査及び調査結果による措置等) 

第１７条  

２ 市は、第１１条第５項の下請負関係者一覧表

により市内業者の受注機会及び活用状況等の把

握をしなければならない。 

 

(実態調査及び調査結果による措置等) 

第１７条  

２ 市は、第１１条第５項の下請負関係一覧表に

より市内業者の受注機会及び活用状況等の把握

をしなければならない。 

 

附則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和３年５月６日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和３年５月１４日から施行する。 

 

 

 

 

附則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 



 
 

  

  



  

 
 

 

  

  

 


