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工事の適正な施工について                  

今回受注された工事の施工に当たっては、建設業法をはじめ関係法令、元請・下請関係の合理化に関

する諸通達はもとより、長崎市契約規則、契約約款等を厳守し、特に下記事項に十分注意してください。

なお、これらの関係法令等に違反した場合は、これらの規定により処罰されることはもちろん、発注

者の立場から指名停止等の措置をとることがありますので、念のため申し添えます。

                     

Ⅰ．契約締結から代金支払までについて

１ 工事請負契約書の受領について

  契約締結した契約書（受注者用）及び監督職員決定通知書を必ず受け取りにおいでください。

２ 前払金の請求手続きについて

請求される場合は、請求書に西日本建設業保証㈱の前払金保証にかかる保証証券を添えて請求し

てください。請求があった日から14日以内に支払います。

なお、前払金は、契約金額の40％以内です。

  （例）工事の契約金額 8,000万円の場合の前払金は、

    8,000万円×40％＝ 3,200万円以内となります。

   ※複数年度にまたがる工事については、公告記載の年度支払区分のとおりです。請求可能な金額

については事前にお尋ねください。

３ 中間前払金の請求手続きについて

⑴ 請求される場合は、監督職員に連絡のうえ、市所定の認定請求書及び工事履行報告書（中間前

金払用）を契約検査課窓口へ提出し、審査を受けてください。

⑵ 審査後、認定調書を交付しますので、認定調書を添えて西日本建設業保証㈱に保証の申込みを

行ってください。

⑶ 保証証書及び認定書(写)を添えて中間前払金を請求してください。請求があった日から14日以

内に支払います。

なお、中間前払金は、契約金額の20％以内です。(単年度工事の場合。)

（例）工事の契約金額 8,000万円の場合の中間前払金は、

      8,000万円×20％＝ 1,600万円以内となります。

  

４ 部分払の請求手続きについて

  ⑴ 請求される場合は、市所定の既済部分検査申込書(部分引渡しがある場合は、指定部分完成通

知書)を提出し、確認検査を受けてください。

  ⑵ 検査終了後、契約検査課から連絡があった後、速やかに請求書を提出してください。

⑶ 請求があった日から14日以内に支払います。

５ 火災保険等の締結について

  契約約款第58条の規定に基づき、損害保険の契約を締結してください。

  なお、保険金額は契約金額以上、保険期間は工期＋13日（検査期間）以上としてください。



６ 工事完成後の手続きについて

⑴ 提出書類

    ア．工事完成通知書  １部     

  イ．工事完成図書   別途、仕様書等で指示

⑵ 検査及び立会い

  工事完成通知書を受理した日から14日以内（初日算入）に工事完成確認のために検査を実施しま

す。

  その際、受注者又は現場代理人もしくは主任技術者(監理技術者)は必ず検査に立会ってください。

⑶ 目的物の引渡し

工事の完成を確認後、工事完成確認書を交付します。その確認書の通知日をもって目的物の引

渡しの受領日とし、同時に所有権も市に帰属することになります。

⑷ 請求書等の提出及び代金支払い

   工事完成確認書の受領と同時に請求書（契約保証金を現金で納めた場合は、案件名の後に(契約

保証金還付）と記載した請求書を別途）及び雇用環境報告書を提出してください。

請求があった日から14日以内に支払います。



Ⅱ．工事施工上の留意事項について

１ 労働災害防止について

労働災害を防止することは、工事を実施する受注者の責任です。人命尊重・労働者保護の観点

から安全確保に関する責任の重要性の再認識と自主的労働災害防止活動の推進はもとより、次の

ことについて特段の配慮を行うこと。

⑴ 設計条件・現場の状況等を踏まえて、工事の計画段階において十分に安全性の検討を行うこ

と。

⑵ 必要な技術者を配置し、工事の技術管理の徹底を行うこと。

⑶ 同一現場で複数の業者が作業を行う場合、安全衛生に関するそれぞれの業者の責任範囲の明

確化し、責任体制の確立を図ること。

⑷ 労働者の健康保持・労働災害防止の観点から適正な労働時間・休日の確保を配慮するなど工

程の適正化を図ること。

⑸ 工事現場のみならず、資機材・排土等の運搬あるいは土捨場・資材置場等における安全管理

にも配慮すること。

⑹ 災害が発生したときは、被災者の救護及び二次災害の発生防止に努め、現場の保全を図ると

ともに、速やかに市・労働基準監督署及び所轄警察署に連絡をして適切な指導をうけること。

  

２ 主任技術者又は監理技術者の配置及び施工計画書の常備について

⑴ 建設業法第26条第３項の規定（工事１件の請負代金額が 3,500万円以上、建築一式工事にあ

っては 7,000万円以上）により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任

技術者、または専任の監理技術者については、適切な資格・技術力を有する者（工事現場に常

駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限

る。）を配置すること。

  ⑵  施工計画書を現場に携帯し、記載内容と施工方法等が一致しているか確認すること。

３ 下請関係について

  ⑴ 一括下請の禁止等について

   ア．工事を一括して他人に請負わせないこと。

   イ．不必要な重層下請をさせないよう下請負人を指導すること。

⑵ 下請負人の市内及び県内優先活用について

   ア．受注者は下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方を原則として「市内に本店」を有す

る者から選定することとし、それができない場合は「市内に営業所」を有する者の中から選

定することとし、さらにそれができない場合は「県内に営業所」を有する者、又はそれに準

ずる者の中から選定しなければならない。

  イ．受注者は、請負金額が500万円以上になる工事において、長崎県外の下請負人を使用する場合、その理

由を付した書面及び説明資料を事前に監督職員に提出し、その理由について承諾を得なければならない。

「市内に本店」を有する者とは

    市内に本店を有する者

   「市内に営業所」を有する者とは

    市内に本市との入札・契約締結権限を委任されている支店等を有する者

   「県内に営業所」を有する者とは



   県内に本市との入札・契約締結権限を委任されている支店等を有する者

県内に営業所を有する者に準ずる者とは次に掲げる1・2の両方を満たす者

1 長崎県内での本市との入札・契約締結権限を委任されていない営業所等の営業年数が、

5年以上である。

2 長崎県内での本市との入札・契約締結権限を委任されていない営業所等で雇用している

従業員の5人以上が長崎県内に住所を有している。

  ウ．下請業者は建設業法により許可を受けている業者を選定すること。（軽微な工事を除く。）

この場合、①施工能力②雇用管理及び労働安全管理の状況③労働福祉の状況④下請との取引

の状況等を総合的に勘案して優良なものを選定すること。

   エ．指名停止中の業者を下請負人として使用しないこと。

   オ．暴力団関係業者を下請負人として使用しないこと。

   カ. 同一工事の指名業者（相指名業者）を下請負人として使用することは、可能な限り避けるこ

と。止むを得ず使用する場合は、事前に契約検査課に届け出ること。なお、公募型指名競争

入札及び制限付一般競争入札についてはこの限りでありません。

   キ. 一次下請業者は、社会保険等に加入している業者(加入義務がない者を除く。)を選定すること。

ただし、特別な事情により社会保険等に未加入の業者を一次下請業者として選定する必要がある

場合は、事前に監督職員に申し出ること。

  ⑶ 下請負契約関係の明確化について

   ア．元請及び下請は、工事の開始に先立って、昭和52年４月26日中央建設業審議会が勧告した

建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約

を締結すること。

   イ．元請負人の地位を不当に利用して、原価に満たない請負代金額で下請契約を締結しない等、

公正な下請契約を締結すること。

   ウ．下請契約については、施工実態が伴わない請負契約等の不適切な形態の契約を締結してはな

らないこと。

     また、契約の締結にあたっては当事者間の権利義務関係を契約内容として明確にすること。

  ⑷ 下請代金の支払い等について

本市は、建設業が本市の重要な基幹産業であり、地場産業に大きなウェイトを占めていることから、そ

の保護・育成のため請負代金の支払いについて、支払いまでの期間を 40 日以内から 25 日以内に短縮し、

また、前金払に加え中間前金払制度を創設し、請負業者が資金需要に窮することのないように努めてき

たところです。

また、建設業法には、元請負人は、出来高払又は竣工払いずれの場合の支払いを受けたときは、当該支

払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該支払いを受けた日から 1 か月以内で、

かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと規定されています。

つきましては、これらの趣旨を踏まえ、下請負人が倒産等につながるような資金ショートに

陥ることのないように、また長崎市の建設業全体の健全な発展のため、次のとおり下請負人へ

の更なる配慮をお願いします。

   ア．元請負人が前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対しても、資材の購入・労働者の募

集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。特に、

公共工事においては、発注者から現金で前金払がなされるので、企業の規模にかかわらず下請

負人に対して相応する額を、現金で前金払するよう十分配慮すること。

   イ．下請代金の支払いは、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、



当該支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現

金払とすること。また、中小零細な資材製造業者に対する資材代金の支払いに当たっても、資

材の製造原価に占める直接労務費の比率を勘案して、同様の配慮を行うこと。

   ウ．元請負人は、下請代金の支払いのために振り出す手形の期間を原則として 120 日以内とし、

できる限り 90 日以内とするよう努力し、さらに経営環境の好転に即応しつつ短縮するよう努

力すること。また、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を

交付しないこと。

   エ．元請負人は、下請負人が倒産・資金繰りの悪化等により、再下請負人・労働者等の関係者に

対し、請負代金・賃金の不払等不測の損害を与えることのないよう十分指導すること。

   オ．下請契約に基づく支払代金について、未払問題が生じた場合、速やかに適正な措置を講じ、

責任をもってその解決に努めること。

  ⑸ 下請工事の検査及び引渡しについて

  下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、原則として当該通知

を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を

完了し、引渡しを受けること。(建設業法第24条の4)

４ 施工における資材等について

⑴ 建設資材等の使用について

受注者は、工事に使用する資材等については、地場産業の活性化を図るため、原則として、市

内生産品を使用することとし、それができない場合は県内生産品を使用しなければならない。

  ⑵ 県内生産品以外の使用について

   受注者は、請負代金が500万円以上になる工事において、県内生産品以外を使用する場合、その

理由を付した書面及び説明資料を事前に監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

⑶ 建設資材等の調達について

受注者は、工事に使用する資材等については、長崎市内に本店を有する者の中から調達するよう

努めることとし、それができない場合は県内に本店を有する者の中から調達するよう努めなけれ

ばならない。

  市内生産品とは

  ①長崎市内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。

   「材料が市外製品であっても、市内の工場で製造・加工したもの（二次製品）であれば、市内生

産品として取り扱う」

  ②長崎市建設工事共通仕様書、公共建設工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備

工事編）その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。

  

県内生産品とは

①長崎県内の工場にて製造・加工された資材・製品であること。

   「材料が県外製品であっても、県内の工場で製造・加工したもの（二次製品）であれば、県内生

産品として取り扱う」

  ②長崎市建設工事共通仕様書、公共建設工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備

工事編）その他関連する示方書等の基準を満たす資材・製品であること。

  ⑷ 施工における運搬業務の委託について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」とい

う）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用

を促進すること。

  



５ 建設業退職金共済について

  ⑴ 受注者は自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の退職金

共済手帳に共済証紙を貼付すること。

⑵ 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明すること。また、

下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交

付し当該労働者の共済手帳に貼付するよう指導すること。

⑶ 受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という)を契約締結後1か月以内に

発注者に提出すること。なお、受注者及び下請業者に独自の退職金制度があるため、収納書を

提出しない場合はその旨を、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象

労働者を雇用しないこと等の理由により、1か月以内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合はその理由及び共済証紙の購入予定時期を契約締結時に提出する建退共対象者に

係る報告書に記載すること。

⑷ 受注者は請負代金額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入したときは、当該

共済証紙に係る収納書を建退共対象者に係る報告書とともに工事完成時までに提出すること。

なお、既に購入済みの証紙で足りている等の理由により追加購入しなかったときはその理由を

建退共対象者に係る報告書に記載して提出すること。

⑸ 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係

資料の提出を求めることがあること。

  ⑹ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を建設業退職金共済事業本部長崎支部（長

崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館3階）で受領し現場に掲示すること。

６ 建設工事等からの暴力団排除について

  受注者は、本工事に関し暴力団や暴力団関係者から不当要求があった場合は、断固としてこれを

拒否し、速やかに警察に届け出るとともに、長崎市(本工事の監督職員)へも必ず報告すること。

なお、不当要求を受けたにもかかわらず、当該届出や報告を怠った場合は、長崎市各種契約等に

おける暴力団等の排除措置に関する要綱に基づき指名停止措置の対象となるので十分注意するこ

と。

７ 公害等の防止について

  ⑴ 工事の施工中における騒音・風塵等の公害防止または交通対策に努め、とくに地域住民の生活

に影響を及ぼす事項については、地域住民・関係先との協議を密にし、もし、施工途中におけ

る苦情等がよせられた場合は、速やかに誠意をもって対処すること。

  ⑵ 工事現場における空き缶等（空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻、資材等）の散乱の防止

のため、美化につとめること。

８ 共同企業体による施工について

  ⑴ 共同企業体は、構成員相互の信頼と協調を前提として、共同の責任により施工され運営されな

ければならないこと。

  ⑵ 一部の構成員がなんら施工に関与しない、いわゆる「ペーパージョイント」的なものとなって

はならないこと。

  ⑶ 工事の施工に先立って、構成員間での協定に基づき、必ず構成員の代表者からなる運営委員会

を設け、共同企業体の運営に関する基本的事項（賃金・人員・機材等の拠出配分など）あるい

は工事の施工に必要な措置（工程の決定・調整・下請負人の選定など）は、全構成員の意見を

反映して運営委員会で協議決定すること。



履行保証保険及び履行ボンドに係る事務処理について

１．履行保証保険及び履行ボンドの加入手続について

履行保証保険及び履行ボンドの保険金の支払条件については、一定金額が支払われる定額て

ん補方法と契約解除等で実際に損害が生じた額のみ支払われる実損てん補方法がありますが、

例えば、実損てん補方法を選択し、その計算方法により損害保険会社から支払われた保険金額

が契約保証金（契約金額の１０分の１以上）に満たない場合は、その差額を請負業者に請求す

ることもありますので、必ず一定金額が支払われる定額てん補方法を選択されますようお願い

します。

２．契約変更時の履行保証保険及び履行ボンドの取扱いについて

長崎市及び長崎市上下水道局においては、履行保証制度を導入しており、落札業者に対して

４項目（①契約保証金 ②履行保証保険 ③金融機関等又は保証事業会社の保証 ④履行ボン

ド）の中から選択されるようお願いしておりますが、そのなかで、②履行保証保険④履行ボン

ドについては、契約変更の場合、事前に損害保険会社に連絡する必要がありますので、その事

務手続について次のとおり取り扱われますようお願いします。

（工事期間延長）

保険期間については、通常、履行期間にあわせてありますので、履行期間の延長が生ずる

場合、請負業者から損害保険会社に対して連絡を行う必要があります。監督職員から事前に、

履行期間等の内容について協議がありますので、必ず契約変更前にその旨を損害保険会社へ

連絡されますようお願いします。また、異動承認の手続後に損害保険会社において交付され

る異動承認書を契約検査課へ提出してください。

（損害保険会社に対しての連絡が事後になった場合、保険期間に空白期間が生じ、保険金の

支給に支障がでることもありますのでご注意ください。）

（契約金額増額）

  契約金額については、国（国土交通省）からの通知（「工事請負契約及び土木設計業務等

委託契約における契約の保証に関する取り扱いについて」）に基づき、変更契約額が当初契

約額の２倍以上になった場合は契約保証金の増額手続を行うこととします。その場合は、履

行期間延長の場合と同様に、監督職員から事前に、契約金額等の内容について協議がありま

すので、必ず契約変更前にその旨を損害保険会社へ連絡されますようお願いします。また、

異動承認の手続き後に損害保険会社において交付される異動承認書を契約検査課へ提出し

て下さい。

  なお、それ以外の場合（変更契約額が当初契約額の２倍未満の場合）についても、工事の

進捗状況等を考慮し増額手続きを行うことがありますので、その際は上記のとおり取り扱い

ください。また、増額手続きをしないこととした場合においては、念のため、その事務処理

について損害保険会社の指示に従ってください。また、異動承認書については、後日提出し

ていただくこともありますので、貴社において保管しておいてください。

（参 考）

  仕様書、契約書において規定しております火災保険又は建設工事保険等についても、履行

期間又は契約金額の変更が生ずる場合においては、同様に、事前に損害保険会社へ連絡し、

異動承認手続きを行い、その際交付される異動承認書を事業担当課へ提出してください。



建設業法の遵守について

建設業法では、建設工事現場における適切な技術者の配置等につい

て、次のとおり規定されていますので、工事施工にあたっては十分注

意してください。

１ 建設工事を請け負った建設業者は、その工事を施工するとき、工

事現場に主任技術者を置かなければなりません。

２ 公共性のある建設工事で、工事１件の請負代金の額が 3,500万円

以上（建築一式工事にあっては 7,000万円以上）のものについては、

その工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなけ

ればなりません。

３ 長崎市（長崎市上下水道局含む。以下同じ。）から請け負った１

件の建設工事について、下請契約の請負代金の総額が 4,000万円以

上（建築一式工事にあっては 6,000万円以上）となる下請契約を締

結する場合は、特定建設業の許可が必要であり、工事現場に専任の

監理技術者を置かなければなりません。

４ 長崎市から建設工事を請け負った業者が工事現場に置く専任の

監理技術者は、監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）

の交付を受けた者でなければなりません。

５ 監理技術者は、工事現場では常に資格者証を携帯し、長崎市から

請求があったときは資格者証を提示しなければなりません。

６ 建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、建設

業許可に関する事項のほか、主任技術者又は監理技術者の氏名、専

任の有無、資格名、資格者証交付番号を記載した標識を掲げなけれ

ばなりません。

７ 営業所の専任技術者は、専任を要する建設工事の主任技術者又は監理技術

者になれません。

長 崎 市

技術者制度については、長崎県土木部ホームページ｢監理技術者制度運用マニュアルについて（国土
交通省）｣を参照してください。

http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~koukei/koukeihan/3simeiyotei/20040316_honnsyotuuti.pdf


