
○公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて（平成20年11月４日付け北開局工管第190号）（抄）
新旧対照表

改 正 現 行

記 記

１ （現行どおり） １ （略）

２ 債権譲渡の対抗要件 ２ 債権譲渡の対抗要件
債権譲渡が、中小・中堅元請建設業者（局長通達１に規定する中 債権譲渡が、中小・中堅元請建設業者（局長通達１に規定する中

小・中堅元請建設業者をいい、以下「 」という。）の倒産等 小・中堅元請建設業者をいい、以下「 」という。）の倒産等の兆受注者 乙
の兆候（１回目の手形不渡等）がない有効な時期になされ、かつ、 候（１回目の手形不渡等）がない有効な時期になされ、かつ、支出
支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「 」 負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「 」とい発注者 甲
という。）の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗でき う。）の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗できる。
る。 （参考）民法施行法第５条
（参考）民法施行法第５条 一～四 （略）
一～四 （略） 五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載 シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス

シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス

３ 履行保証との関係 ３ 履行保証との関係
履行保証を付した工事のうち、 が「工事請負契約における 履行保証を付した工事のうち、 が「工事請負契約における契約発注者 甲

契約の保証に関する取扱いについて」（平成７年９月18日付け北開 の保証に関する取扱いについて」（平成７年９月18日付け北開局工
局工第80号）に定める役務的保証を必要とするものについては、本 第80号）に定める役務的保証を必要とするものについては、本制度
制度の対象外とする。 の対象外とする。

保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保
証人等の承諾が必要とされる場合には、当該譲渡に関する保証人等 証人等の承諾が必要とされる場合には、当該譲渡に関する保証人等
の承諾書を提出させるものとする。 の承諾書を提出させるものとする。

４、５ （現行どおり） ４、５ （略）

６ 債権譲渡の承諾の申請書類 ６ 債権譲渡の承諾の申請書類
債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、以下の書類を か 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、以下の書類を から提受注者 乙

ら提出させるものとする。 出させるものとする。
(１) （現行どおり） (１) （略）
(２) と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書（様式３） (２) と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書（様式３）の写受注者 乙

の写し１通 し１通
局長通達６(２)①、②の措置を講じるときは様式３―①が、 局長通達６(２)①、②の措置を講じるときは様式３―①が、



同通達６(２)ただし書による措置を講じるときは様式３―②が 同通達６(２)ただし書による措置を講じるときは様式３―②が
使用されていることを確認すること。 使用されていることを確認すること。

(３) （現行どおり） (３) （略）
(４) 発行日から３ケ月以内の 及び債権譲渡先の印鑑証明書 (４) 発行日から３ケ月以内の 及び債権譲渡先の印鑑証明書各１受注者 乙

各１通 通
(５) （現行どおり） (５) （略）

７ 債権譲渡の承諾の決済処理手順等 ７ 債権譲渡の承諾の決済処理手順等
(１) （現行どおり） (１) （略）
(２) 申請書類等受理担当課は申請書類を添付して以下の手順で処 (２) 申請書類等受理担当課は申請書類を添付して以下の手順で処

理を行うものとする。 理を行うものとする。
① 申請書類等受理担当課は申請書類受理後、速やかに ① 申請書類等受理担当課は申請書類受理後、速やかに の承発注者 甲

の承諾のための手続を行うものとする。 諾のための手続を行うものとする。
②、③ （現行どおり） ②、③ （略）
④ 申請書類等受理担当課は債権譲渡の承諾後、 の押印 ④ 申請書類等受理担当課は債権譲渡の承諾後、 の押印がな発注者 甲

がなされた債権譲渡承諾書（様式２）２通を に交付す された債権譲渡承諾書（様式２）２通を に交付すること。受注者 乙
ること。

８ 申請書類等の確認に際して留意すべき事項 ８ 申請書類等の確認に際して留意すべき事項
申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとす 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとす

る。 る。
(１) 債権譲渡承諾依頼書（様式２） (１) 債権譲渡承諾依頼書（様式２）

譲渡対象債権の金額（申請時時点）が工事請負契約に基づき 譲渡対象債権の金額（申請時時点）が工事請負契約に基づき
が請求できる債権金額と一致していること等を確認する が請求できる債権金額と一致していること等を確認するこ受注者 乙

こと。 と。
(２)、(３) （現行どおり） (２)、(３) （略）
(４) 及び債権譲渡先の印鑑証明書 (４) 及び債権譲渡先の印鑑証明書受注者 乙

① （現行どおり） ① （略）
② 及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲 ② 及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の受注者 乙

渡の承諾依頼等を行う場合において（申請書類は個別に提出 承諾依頼等を行う場合において（申請書類は個別に提出させ
させる）、申請書類等の提出を受けた日から起算して３ケ月 る）、申請書類等の提出を受けた日から起算して３ケ月以内
以内に発行された印鑑証明書が既に申請書類等受理担当課に に発行された印鑑証明書が既に申請書類等受理担当課に提出
提出されている際には、当該証明書の提出を省略することが されている際には、当該証明書の提出を省略することができ
できるものとすること。 るものとすること。

９ 融資実行の報告書の要求 ９ 融資実行の報告書の要求
及び債権譲渡先が、 による承諾後、金銭消費貸借契 及び債権譲渡先が、 による承諾後、金銭消費貸借契約を締結受注者 発注者 乙 甲

約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やか し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署に
に連署にて に融資実行報告書（様式５）を提出させるものと て に融資実行報告書（様式５）を提出させるものとする。発注者 甲
する。



10 （現行どおり） 10 （略）

11 債権譲渡先からの債権金額の請求 11 債権譲渡先からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当

たっては、以下の書類を提出させるものとする。 たっては、以下の書類を提出させるものとする。
(１) （現行どおり） (１) （略）
(２) の押印がなされた債権譲渡承諾書（様式２）の写し１ (２) の押印がなされた債権譲渡承諾書（様式２）の写し１通発注者 甲

通 (３) 発行日から３ケ月以内の 及び債権譲渡先の印鑑証明書１通乙
(３) 発行日から３ケ月以内の 及び債権譲渡先の印鑑証明書 (４) 債権譲渡契約証書（様式３）の写し１通受注者

１通 本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は 及び譲渡を受乙
(４) 債権譲渡契約証書（様式３）の写し１通 けた債権譲渡先は工事請負契約書第34条第３項に基づく中間前

本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は 及び譲渡 払金及び第37条に基づく部分払を請求することはできないもの受注者
を受けた債権譲渡先は工事請負契約書第34条第３項に基づく中 とする。
間前払金及び第37条に基づく部分払を請求することはできない なお、当然のことであるが、債権譲渡先は による検査に合甲
ものとする。 格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができるの

なお、当然のことであるが、債権譲渡先は による検査 で、念のため申し添える。発注者
に合格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができる
ので、念のため申し添える。

12 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項 12 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項
(１)、(２) （現行どおり） (１)、(２) （略）
(３) 及び債権譲渡先の印鑑証明書 (３) 及び債権譲渡先の印鑑証明書受注者 乙

８(４)の規定に留意すること。 ８(４)の規定に留意すること。

13 （現行どおり） 13 （略）

（別添一覧） （現行どおり） （別添一覧） （略）

申請書等受理担当課一覧（別表） （現行どおり） 申請書等受理担当課一覧（別表） （略）

工事履行報告書（様式１） （現行どおり） 工事履行報告書（様式１） （略）

債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書（様式２） （現行どおり） 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書（様式２） （略）



債権譲渡契約証書（様式３―①） 債権譲渡契約証書（様式３―①）

◆債権譲渡契約証書◆ ◆債権譲渡契約証書◆

□□□□□株式会社（以下、甲という）と○○○建設業協同組合 □□□□□株式会社（以下、甲という）と○○○建設業協同組合
（以下、乙という）とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。 （以下、乙という）とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。

第１条～第４条 （現行どおり） 第１条～第４条 （略）

第５条（禁止事項） 第５条（禁止事項）
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し 質権を設 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し 質権又は 若しくは

定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。 を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならな
い。

２ 甲は、第９条第２項の残額の返還を受ける債権及び同条第５項の （新規）
残額の引渡しを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権
を設定しその他乙から甲への返還及び引渡しを妨げる行為をしては
ならない。

第６条～第14条 （現行どおり） 第６条～第14条 （略）

この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し
署名捺印のうえ、各々一通を所持する。 署名捺印のうえ、各々一通を所持する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日
～ 住 所 ～ ～ 住 所 ～

債権譲渡人（甲） □□□□□株式会社 債権譲渡人（甲） □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 実印 代表取締役 □□ □□ 実印

～ 住 所 ～ ～ 住 所 ～
債権譲受人（乙） ○○○建設業協同組合 債権譲受人（乙） ○○○建設業協同組合

代表理事 □□ □□ 実印 代表理事 □□ □□ 実印



債権譲渡契約証書（様式３―②） 債権譲渡契約証書（様式３―②）

◆債権譲渡契約証書◆ ◆債権譲渡契約証書◆

□□□□□株式会社（以下、甲という）と○○○建設業協同組合 □□□□□株式会社（以下、甲という）と○○○建設業協同組合
（以下、乙という）とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。 （以下、乙という）とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。

第１条～第４条 （現行どおり） 第１条～第４条 （略）

第５条（禁止事項） 第５条（禁止事項）
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し 質権を設 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し 質権又は 若しくは

定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。 を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならな
い。

２ 甲は、次条第２項の残額の返還を受ける債権について、他の第三 （新規）
者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への返還を妨げる行為
をしてはならない。

第６条～第９条 （現行どおり） 第６条～第９条 （略）

この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し
署名捺印のうえ、各々一通を所持する。 署名捺印のうえ、各々一通を所持する。

平成 年 月 日 平成 年 月 日
～ 住 所 ～ ～ 住 所 ～

債権譲渡人（甲） □□□□□株式会社 債権譲渡人（甲） □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 実印 代表取締役 □□ □□ 実印

～ 住 所 ～ ～ 住 所 ～
債権譲受人（乙） ○○○建設業協同組合 債権譲受人（乙） ○○○建設業協同組合

代表理事 □□ □□ 実印 代表理事 □□ □□ 実印



債権譲渡整理簿（様式４） （現行どおり） 債権譲渡整理簿（様式４） （略）

融資実行報告書（様式５） （現行どおり） 融資実行報告書（様式５） （略）

工事請負代金請求書（様式６） （現行どおり） 工事請負代金請求書（様式６） （略）

金銭消費貸借契約書 （現行どおり） 金銭消費貸借契約書 （略）

支払状況・支払計画書 （現行どおり） 支払状況・支払計画書 （略）

下請負人等の受益の意思表示（工事業者用） （現行どおり） 下請負人等の受益の意思表示（工事業者用） （略）

下請負人等の受益の意思表示（資材業者用） （現行どおり） 下請負人等の受益の意思表示（資材業者用） （略）


