
 

 

 

令和３年４月１日から下記のとおり押印の見直しを行います。 

 

 

・見積書（紙見積時） 
・請求書 
・その他の契約関係書類（下記の「２.今後も押印が必要な書類」を除く） 
 

 

・契約書 
・請書 
・入札書（紙入札時） 
・契約変更時における協議書 
・契約保証金提出書・契約保証金返還請求書（印鑑照合が必要なものに限る） 
・特定建設工事共同企業体協定書 
 
 
 
・書類の提出時に担当者名や連絡先を確認する場合がありますのでご協力ください。 
・従来どおり押印した書類であっても提出は可能です。 
・あいち電子調達共同システムによる案件の場合は、各種様式・提出方法について変更は

ありません。 
・その他不明な点については、お問合せください。 
 

入札契約関係書類の押印見直しに関するお知らせ 

１．押印を不要とする書類 

２．今後も押印が必要な書類 

３．留意事項 

（お問合せ先） 
弥富市役所 財政課契約検査グループ 
電話 0567-65-1111  



押印見直しに係る関係書類一覧

様式番号 様式名 例規名 押印

第1号様式 誓約書 公共工事等入札者心得書 不要

第2号様式 入札書（紙入札時） 公共工事等入札者心得書 必要

第4号様式 入札辞退届 公共工事等入札者心得書 不要

- 見積書（紙見積時） - 不要

第8号様式 契約書 工事施行事務取扱要領 必要

第9号様式 請書 工事施行事務取扱要領 必要

第11号様式 工程表 工事施行事務取扱要領 不要

第12号様式 現場代理人等通知書 工事施行事務取扱要領 不要

第13号様式 工事譲渡（継承）承諾申出書 工事施行事務取扱要領 不要

第15号様式 名称等変更届 工事施行事務取扱要領 不要

第16号様式 工事下請負届 工事施行事務取扱要領 不要

第20号様式 変更契約書 工事施行事務取扱要領 必要

第21号様式 変更請書 工事施行事務取扱要領 必要

第22号様式 工期延長請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第25号様式 工期変更承諾書 工事施行事務取扱要領 必要

第28号様式 工期内未完了申出書 工事施行事務取扱要領 不要

第34号様式 完了届 工事施行事務取扱要領 不要

第35号様式 修補補正完了届 工事施行事務取扱要領 不要

第38号様式 部分使用同意書 工事施行事務取扱要領 不要

第39号様式 指定部分完了届 工事施行事務取扱要領 不要

第42号様式 前払金請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第43号様式 中間前払金認定請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第45号様式 中間前払金請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第46号様式 出来形検査請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第48号様式 部分払請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第49号様式 請求書 工事施行事務取扱要領 不要

第1号様式 紙入札方式参加承認願 建設工事等電子入札実施要領 不要

第6号様式 契約書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 必要

第7号様式 請書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 必要

第9号様式 業務工程表 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第10号様式 管理技術者・照査技術者選任届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第11号様式 業務担当責任者・管理技術者選任届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第12号様式 業務譲渡（継承）申出書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第14号様式 名称等変更届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第15号様式 業務再委託承諾申出書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第20号様式 変更契約書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 必要

第21号様式 変更請書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 必要

第22号様式 履行期間延長請求書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第25号様式 履行期間変更承諾書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 必要

第28号様式 履行期間内未完了申出書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第32号様式 完了届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要



押印見直しに係る関係書類一覧

様式番号 様式名 例規名 押印

第33号様式 修補補正完了届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第36号様式 部分使用同意書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第37号様式 指定部分完了届 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第40号様式 部分払請求書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第41号様式 請求書 物品の買入れ等施行事務取扱要領 不要

第2号様式 紙入札参加承認願 物品等電子入札実施要領 不要

第2号様式 入札参加申込書 一般競争入札（建設工事）実施要領 不要

第3号様式 一般競争入札参加資格確認申請書 一般競争入札（建設工事）実施要領 不要

第3号様式別紙 入札参加資格に関する誓約書 一般競争入札（建設工事）実施要領 不要

第6号様式
一般競争入札の参加資格を満たさない

とされた理由について
一般競争入札（建設工事）実施要領 不要

第2号様式 一般競争入札参加資格確認申請書 一般競争入札（物品等）実施要領 不要

第2号様式別紙 入札参加資格に関する誓約書 一般競争入札（物品等）実施要領 不要

第4号様式
一般競争入札の参加資格を満たさない

とされた理由について
一般競争入札（物品等）実施要領 不要

別記様式 工事費内訳書
入札における工事費内訳書の提出に関する事務取扱

要領
不要

第1号様式 中間前金払認定請求書 公共工事に要する経費の前金払取扱要綱 不要

第1号様式 契約保証金提出書 工事請負契約保証事務取扱要領 必要

第3号様式 有価証券提出書 工事請負契約保証事務取扱要領 不要

第4号様式 契約保証金返還請求書 工事請負契約保証事務取扱要領 必要

第5号様式 有価証券返還請求書 工事請負契約保証事務取扱要領 不要

第6号様式 保証書による受領書 工事請負契約保証事務取扱要領 不要

第4号様式 誓約書 談合情報対応マニュアル 不要

第4号様式 排除措置解除申出書 調達契約からの暴力団排除に関する取扱要領 不要

第4号様式 工事成績評定説明請求書 工事成績評定要領 不要

第2号様式 条件変更確認請求通知書 設計変更事務取扱要領 不要

第1号様式
特定建設工事共同企業体建設工事入札

参加資格審査申請書
特定建設工事共同企業体取扱要領 不要

第2号様式 特定建設工事共同企業体協定書 特定建設工事共同企業体取扱要領 必要

第3号様式 委任状 特定建設工事共同企業体取扱要領 不要

第1号様式 債権譲渡承諾申請書 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 不要

第2号様式 工事履行報告書 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 不要

第5号様式 融資実行報告書 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 不要

第6号様式 工事請負代金請求書 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 不要

第1号様式 小規模工事契約希望者登録申請書 小規模工事契約希望者登録要綱 不要

第3号様式
小規模工事契約希望者登録（変更・休

止・廃止）届
小規模工事契約希望者登録要綱 不要


