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○北開局工管第１１９－１号

「工事請負契約書の運用基準について」（平成９年１月１６日付け北開局工第１８８号）の一部を次のように改正する。

平成２２年９月２７日

事業振興部長 森 田 康 志

改 正 現 行

頭書関係（共通） 頭書関係（共通）

(1)～(5) （現行どおり） (1)～(5) （略）

(6) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66 （新規）

号）第２条第４項に規定する特定住宅瑕疵担保責任（以下「特定住宅瑕疵

担保責任」という。）を履行するため、受注者が住宅建設瑕疵担保責任保

険に加入する場合は、（1）保険法人の名称、（2）保険金額、（3）保険期

間についてそれぞれ記入すること。また、受注者が住宅建設瑕疵担保保証

金の供託を行う場合は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設

瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない

こととされたので、遺憾のないよう措置すること。

なお、特定住宅瑕疵担保責任を負わない工事の場合は、「なし」と記載

すること。

(7) 発注者及び受注者があらかじめ調停人を選任する場合は、調停人の欄を （新規）

設け、調停人の氏名を記載すること。

頭書関係（国債用）、変更契約書関係（共通） （現行どおり） 頭書関係（国債用）、変更契約書関係（共通） （略）

第１条関係 第１条関係

(1) 第３項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかに (1) 第３項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかに

するため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、 の責任におい するため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、 の責任におい受注者 請負者

て定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、 て定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、

その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。 その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。

(2) 略 (2) 略

(3) 第12項において、 が共同企業体を結成している場合には、契約担 (3) 第12項において、 が共同企業体を結成している場合には、契約担受注者 請負者

当官等と との間のすべての行為は、共同企業体の代表者を通じて行 当官等と との間のすべての行為は、共同企業体の代表者を通じて行受注者 請負者

うこととなったので、遺憾のないよう措置すること。 うこととなったので、遺憾のないよう措置すること。

第２条関係 （現行どおり） 第２条関係 （略）

関連工事における工程等の調整は、本条において契約担当官等（会計法

（昭和22年法律第35号）第29条の３第１項に規定する契約担当官等をい

う。以下同じ。）の義務としているが、その運用に当たっては、北海道開
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発局請負工事監督規程（平成元年６月７日付け北開局工第１７号。以下

「監督規程」という。）第３条の規定に従い、重要なものについては総括

監督員、その他については主任監督員が行うものとすること。

第３条関係 第３条関係

(1) （現行どおり） (1) （略）

(2) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当官 (2) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当官

等及び を拘束するものではないので、第24条の規定による請負代金 等及び を拘束するものではないので、第24条の規定による請負代金受注者 請負者

額の変更、第29条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第3 額の変更、第29条の規定による天災その他不可抗力による損害の負担、第3

7条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参 7条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参

考にして設計書の内訳により行うものとすること。 考にして設計書の内訳により行うものとすること。

(3) （現行どおり） (3) （略）

第７条関係、第９条関係 （現行どおり） 第７条関係、第９条関係 （略）

第10条関係 （新規）

第３項について、少なくとも次の各号のいずれかに該当する場合には、同

項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」

がないものとして取り扱うこと。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始

されるまでの期間。

(2) 第20条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止

している期間。

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であっ

て、工場製作のみが行われている期間。

(4) 前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていな

い期間。

第11条関係～第15条関係 （現行どおり） 第11条関係～第15条関係 （略）

第16条関係 第16条関係

(1) 第１項は契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものであるが、 (1) 第１項は契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものであるが、

「 が工事の施工上必要とする日」とは の工事の進捗状況を勘 「 が工事の施工上必要とする日」とは の工事の進捗状況を勘案し受注者 受注者 乙 請負者

案して現実に が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。 て現実に が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。受注者 請負者

(2)、(3) （現行どおり） (2)、(3) （略）

第20条関係 第20条関係

(1) 第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部 (1) 第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部
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の施工を中止させなければならない場合とは、現実に が工事を施工 の施工を中止させなければならない場合とは、現実に が工事を施工受注者 請負者

できないと認められるときをいう。 できないと認められるときをいう。

(2) （現行どおり） (2) （略）

第23条関係 第23条関係

(1) 第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第 (1) 第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第

５項、第19条、第20条第３項、第21条 、第22条第１項及び第２項並 ５項、第19条、第20条第３項、第21条、第22条第１項及び第２項並びに第4第１項

びに第43条第２項の規定に基づくものをいう。 3条第２項の規定に基づくものをいう。

(2) （現行どおり） (2) （略）

(3) 第２項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項におい (3) 第２項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項におい

ては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の ては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の

品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項に 品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項に

おいては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、 おいては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、

設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変 設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変

更が行われた日、第20条第３項においては、契約担当官等が工事の施工の 更が行われた日、第20条第３項においては、契約担当官等が工事の施工の

一時中止を通知した日、第43条第２項においては、 が工事の施工の 一時中止を通知した日、第43条第２項においては、 が工事の施工の受注者 請負者

一時中止を通知した日とする。 一時中止を通知した日とする。

第24条関係 第24条関係

(1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第1 (1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第1

8条第５項、第19条、第20条第３項 、第22条第３項及び第43 8条第５項、第19条、第20条第３項、第22条第３項及び第43条第２項の規定、第21条第２項

条第２項の規定に基づくものをいう。 に基づくものをいう。

(2) （現行どおり） (2) （略）

(3) 第２項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項 (3) 第２項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項

においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材 においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材

料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第 料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第

１項においては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第５項におい １項においては、監督職員が改造の請求を行った日、第18条第５項におい

ては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図 ては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図

書の変更が行われた日、第20条第３項においては、契約担当官等が工事の 書の変更が行われた日、第20条第３項においては、契約担当官等が工事の

施工の一時中止を通知した日 施工の一時中止を通知した日、第22条第３項においては、契約担当官等が、第21条第２項においては、受注者が同条第

１項の請求を行った日 請負、第22条第３項においては、契約担当官等が同条第 同条第１項又は第２項の請求を行った日、第43条第２項においては、

１項又は第２項の請求を行った日、第43条第２項においては、 が工 が工事の施工の一時中止を通知した日とする。受注者 者

事の施工の一時中止を通知した日とする。

(4) 第３項の「 が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」 (4) 第３項の「 が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」と受注者 乙

とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３ は、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３

項 、第22条第３項及び第43条第２項の規定に基づくものを 項、第22条第３項及び第43条第２項の規定に基づくものをいう。、第21条第２項

いう。
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第25条関係 第25条関係

(1) （現行どおり） (1) （略）

(2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出 (2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出

来形部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、14 来形部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、14

日以内で契約担当官等が と協議して定める日において、総括監督員 日以内で契約担当官等が と協議して定める日において、主任監督員受注者 請負者

に確認させるものとする。この場合において の責により遅延してい に確認させるものとする。この場合において の責により遅延してい受注者 請負者

ると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとするこ ると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとするこ

と。 と。

(3)～(7) （現行どおり） (3)～(7) （略）

第29条関係～第49条関係 （現行どおり） 第29条関係～第49条関係 （略）

第52条関係 第52条関係

［注］において、「中央」の字句を記入するのは、 が建設大臣の許(1) (A)項を採用する場合には、現場検証、鑑定等の費用、調停人に対する謝 請負者

礼等紛争の処理に要する費用の負担について、あらかじめ定めておくこ 請負可を受けた建設業者であるとき、「北海道」の字句を記入するのは、

が北海道知事の許可を受けた業者であるときとする。ただし、一般競争と。 者

［注］において、「中央」の字句を記入するのは、 が建設大臣の に付した工事の請負契約においては、すべて「中央」と記入すること。(2) 受注者

受許可を受けた建設業者であるとき、「北海道」の字句を記入するのは、

注者 「一般が北海道知事の許可を受けた業者であるときとする。ただし、

競争入札方式の実施について」（平成６年６月２９日付け北開局工第４０

一般競争に付した工事の請負契約においては、すべ号）記１の規定により

て「中央」と記入すること。

附 則

この通達は、平成22年９月27日から施行し、平成22年10月１日以降に入札手続を開始する工事から適用する。


