様 式第 １号
下請 工事契 約時 チェッ クリ スト
年

月

日

（当該下請工事における元請人）
商 号・名 称
代

表

者

契 約相手 方（下 請） の商号 ・名 称

項
1

目

一括下 請発 注は行 って いない 。

2

特定建 設業 の許可 を有 する場 合を 除き、 4,000万円 （建築 一式 工
事 の場合 は6,000万 円） を超え る金 額の下 請発注 は行 ってい ない 。

3

下請金額が500万円未満（建築一式工事の場合は1,500万円未満又は
延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事）の場合を除き、建設業の許
可を受けていない者への下請発注は行っていない。

4

建設業 法に よる営 業停 止処分 を受 けてい る者 又は福 島県 から入 札
参 加制限 措置 を受け てい る者へ の下 請は行 って いない 。

5

下請は、社会保 険等 加入者（ 加入義 務の ない者 を含 む。）である。
(やむを 得ず 未加入 者を 下請と した 場合は ､理由 書を自 らの 元請を 通
じ て県か ら直 接工事 を請 け負っ た元 請に提 出し 確認を 受け るとと も
に ､当該 未加 入の下 請に 対して ､速や かな加 入を 繰り返 し指 導する ｡)

6

契約に 先立 ち、下 請か ら、法 定福 利費の 額を 明示し た見 積書を 徴
し ている 。

7

見積依 頼時 に、下請 に対し 当該 下請契 約に関 する 事項（工 事内 容、
工 期、契 約条 件（代 金の 支払時 期・ 方法な ど））に ついて 、で きる
限 り具体 的な 内容を 提示 してい る。

8

上記６ の内 容提示 から 下請契 約締 結まで に、 下請が 当該 工事の 見
積 りをす るた めに必 要な 下記の 期間 を設け てい る。
※ 見積り に必 要な期 間
・下請予定価格が500万円未満の工事…１日以上
・下請予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事…10日以上（やむを得ない事情がある場合は５日以上）
・下請予定価格が5,000万円以上の工事…15日以上（やむを得ない事情がある場合は10日以上）

9

自己の 取引 上の地 位を 利用し て、 下請契 約の 金額を 、施 行しよ う
と する工 事に 係る標 準的 な単価 に基 づく直 接工 事費、 現場 管理費 等
の 間接工 事費 及び一 般管 理費を 合計 したも のに 満たな い金 額とし た
事 実はな い。

10

下請工 事の 開始に 先立 って下 請契 約書を 取り 交わし てい る。

は

い いい え

項
11

は

い いい え

下請契 約書 には下 記の 事項を 記載 してい る。
①
②
③

工事 内容
請負 代金 の額（ 請負 代金内 訳書 に内書 きす るなど して 、法定 福
利費の 額を 明示の こと ）
工事 着手 の時期 及び 工事完 成の 時期

④

請負 代金 の全部 又は 一部の 前金 払又は 出来 形部分 に対 する支 払
の定め をす るとき は、 その支 払の 時期及 び方 法

⑤

当事 者の 一方か ら設 計変更 又は 工事着 手の 延期若 しく は工事 の
全部若 しく は一部 の中 止の申 出が あつた 場合 におけ る工 期の変
更、請 負代 金の額 の変 更又は 損害 の負担 及び それら の額 の算定 方
法に関 する 定め

⑥

天災 その 他不可 抗力 による 工期 の変更 又は 損害の 負担 及びそ の
額の算 定方 法に関 する 定め

⑦

価格 等の 変動若 しく は変更 に基 づく請 負代 金の額 又は 工事内 容
の変更

⑧

工事 の施 工によ り第 三者が 損害 を受け た場 合にお ける 賠償金 の
負担に 関す る定め

⑨

注文 者が 工事に 使用 する資 材を 提供し 、又 は建設 機械 その他 の
機械を 貸与 すると きは 、その 内容 及び方 法に 関する 定め

⑩

注文 者が 工事の 全部 又は一 部の 完成を 確認 するた めの 検査の 時
期及び 方法 並びに 引渡 しの時 期

⑪

工事 完成 後にお ける 請負代 金の 支払の 時期 及び方 法

⑫

工事 の目 的物の 瑕疵 を担保 すべ き責任 又は 当該責 任の 履行に 関
して講 ずべ き保証 保険 契約の 締結 その他 の措 置に関 する 定めを す
るとき は、 その内 容

⑬

各当 事者 の履行 の遅 滞その 他債 務の不 履行 の場合 にお ける遅 延
利息、 違約 金その 他の 損害金

⑭
⑮

12

目

契約 に関 する紛 争の 解決方 法
「請 負人 は福島 県元 請・下 請関 係適正 化指 導要綱 を遵 守する と
ともに 、工 事の一 部を 他人に 請け 負わせ る場 合は請 け負 わせた 者
に同要 綱の 規定を 遵守 するよ う指 導しな けれ ばなら ない。」 とい
う条項

その他 、法 令や福 島県 元請・ 下請 適正化 指導 要綱に 抵触 する事 実
は ない。

［ 記入 上の注 意］
１ 県 発注工 事に 係る全 ての 下請契 約締 結時（ ※１、 ２） に、各 々の 元請（ ※３ ）が自 ら
下請 発注し た工 事につ いて 上記の 項目 を確認 するこ と。
２ 県 から直 接工 事を請 け負 った元 請は 、当該 工事の 全て の下請 契約 （※１ ）に 係る契 約
書の 写し及 び本 チェッ クリ ストを 取り まとめ の上、施 工体制 台帳 提出時（ 変更時 も含 む）
に県 に提出 する こと。
３ 「 いいえ 」の 欄に該 当が ある場 合は 、法令 等に違 反し ている おそ れがあ るの で、直 ち
に改 善する こと 。
※１
※２
※３

「全て の下 請契約 」に は２次 下請 以降に おけ る下請 契約 も含む 。
「下請 契約 締結時 」に は変更 契約 締結時 も含 む。
「各々 の元 請」に は県 から直 接工 事を請 け負 った元 請だ けでな く、 ２次下 請以降
に おける それ ぞれの 元請 も含む。（ 例え ば２次 下請 契約に おい ては１ 次下請 人が 元
請 、２次 下請 人が下 請で ある。）

