
様式第４号（第４条関係）

1 委任事項

・ 入札及び見積に関する件

・ 契約の締結に関する件

・ 契約金、保証金及び前払金の請求受領に関する件

・ 復代理人選任に関する件

2 委任期間

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

　　　　　年　　　月　　　日

公益財団法人横浜市建築保全公社理事長

委任者

印　（注４）

受任者

印　（注５）

注１ 　 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。

注２  　委任事項を限定する場合は、委任しない事項を横線で抹消の上、訂正印（委任者の印）を

押印してください。

注３  　委任事項を追加する場合は、余白に追加した字数を記載し、訂正印を押印してください。

注４ 　 委任者の印は、印鑑証明書と同じ印を使用してください。

注５  　受任者の印は、使用印鑑届と同じ印を押印してください

（Ａ４）

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

委　　　　　任　　　　　状

代表者職氏名

商号又は名称

所 在 地

　 私は、下記の者を代理人と定め、公益財団法人横浜市建築保全公社との間における下記事項に
関する権限を委任します。


	様式４委任状


様式１入札予定価格調書

		

										入札予定価格調書 ニュウサツヨテイカカクチョウショ

																																				常務理事 ジョウムリジ								総務部長 ソウムブチョウ								総務課長 ソウムカチョウ								契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						受付番号 ウケツケバンゴウ

						件名 ケンメイ

																						年 ネン						月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン						執行 シッコウ

																				予定価格の税抜 ヨテイカカクゼイヌ

																								\

						入札書 ニュウサツショ

						比較価格 ヒカクカカク

																				最低制限価格の税抜 サイテイセイゲンカカクゼイヌ

																								\

						入札 ニュウサツ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						予定価格 ヨテイカカク

						最低 サイテイ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						制限価格 セイゲンカカク

						予定価格 ヨテイカカク

																						設計図書 セッケイトショ

						算定の基礎 サンテイキソ

																																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社　（Ａ４） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ



&L様式第１号（第２条第１項関係）



様式２予定価格調書

		

										予定価格調書 ヨテイカカクチョウショ

																																				常務理事 ジョウムリジ								総務部長 ソウムブチョウ								総務課長 ソウムカチョウ								契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						受付番号 ウケツケバンゴウ

						件名 ケンメイ

														平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン						執行 シッコウ

						見積書 ミツショ														予定価格の税抜 ヨテイカカクゼイヌキ

						比較価格 ヒカクカカク																		\

																								\

						予定価格 ヨテイカカク																																																				（税込） ゼイコミ

						最低 サイテイ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						制限価格 セイゲンカカク

						予定価格 ヨテイカカク

																						設計図書 セッケイトショ

						算定の基礎 サンテイキソ

																																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社　（Ａ４） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ



&L様式第２号（第２条第２項関係）



様式３入札書

		入　　　　札　　　　書　 ハイサツショ

																																																　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

		　公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																				所在地 ショザイチ

																				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

		　 次の金額で　（注１）　いたしたく、関係書類を熟覧のうえ、 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程を遵守し、入札します。 ツギキンガクチュウカンケイショルイジュクランコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイジュンシュイリサツ

						注1： チュウ		「請負」「受託」「供給」等の別を記載してください。 ウケオイジュタクキョウキュウトウ

																		億 オク				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				万 マン				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				円 エン

				入札金額 ニュウサツキンガク

								（税抜） ゼイヌ

				件名 ケンメイ

		申出事項　　消費税法第９条第１項の規定に関しては、　（注２）　　事業であることを申し出ます。 モウデジコウショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイカンチュウジギョウモウデ

																										注2： チュウ		「課税」「免税」の別を記載してください。

		工事内訳書（以下の項目が記載された別紙でも可） コウジウチワケショイカコウモクキサイベッシカ

				１　直接工事費 チョクセツコウジヒ																																												円 エン

																		（発生材処分費等を含む） ハッセイザイショブンヒトウフク

				２　共通仮設費 キョウツウカセツヒ																																												円 エン

				３　現場管理費 ゲンバカンリヒ																																												円 エン

				４　一般管理費 イッパンカンリヒ																																												円 エン

				合　　　　　計 ゴウケイ																																												円 エン

																		（税抜） ゼイヌ

		（注意） チュウイ

				○		入札書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わ ニュウサツショショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイメンゼイジギョウシャカゼイジギョウシャト

						ず、消費税抜きの金額を記載すること。

				○		商号又は名称、所在地、代表者職氏名、代表者印、入札金額及び工事内訳書を必ず ショウゴウマタメイショウショザイチダイヒョウシャショクシメイダイヒョウシャジルシニュウサツキンガクオヨコウジウチワケショカナラ

						記載、捺印すること。 キサイナツイン

				○		入札の金額と工事内訳書の金額が不一致の場合は、無効となりますのでご注意下さい。 ニュウサツキンガクコウジウチワケショキンガクフイッチバアイムコウチュウイクダ



&L様式第３号（第３条第１項・第２項関係）



様式４委任状

		

		委　　　　　任　　　　　状 イニンジョウ

				　 私は、下記の者を代理人と定め、公益財団法人横浜市建築保全公社との間における下記事項に関する権限を委任します。 ワタシカキモノダイリニンサダコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャアイダカキジコウカンケンゲンイニン

				1				委任事項 イニンジコウ

						・		入札及び見積に関する件 ニュウサツオヨミツモリカンケン

						・		契約の締結に関する件 ケイヤクテイケツカンケン

						・		契約金、保証金及び前払金の請求受領に関する件 ケイヤクキンホショウキンオヨマエバライキンセイキュウジュリョウカンケン

						・		復代理人選任に関する件 フクダイリニンセンニンカンケン

				2				委任期間 イニンキカン

								　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで トシツキヒトシツキヒ

																																																				　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

						公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																		委任者 イニンシャ						所在地 ショザイチ

																								商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																								印　（注４） インチュウ

																		受任者 ジュニンシャ						所在地 ショザイチ

																								商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																								印　（注５） インチュウ

						注１ チュウ		　 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。 ダイヒョウシャメイニュウサツケイヤクトウバアイヒツヨウ

						注２ チュウ		　委任事項を限定する場合は、委任しない事項を横線で抹消の上、訂正印（委任者の印）を イニンジコウゲンテイバアイイニンジコウヨコセンマッショウウエテイセイインイニンシャイン

								押印してください。 オウイン

						注３ チュウ		　委任事項を追加する場合は、余白に追加した字数を記載し、訂正印を押印してください。 イニンジコウツイカバアイヨハクツイカジスウキサイテイセイインオウイン

						注４ チュウ		　 委任者の印は、印鑑証明書と同じ印を使用してください。 イニンシャインインカンショウメイショオナインシヨウ

						注５ チュウ		　受任者の印は、使用印鑑届と同じ印を押印してください ジュニンシャインシヨウインカントドオナインオウイン

																																																						（Ａ４）



&L様式第４号（第４条関係）



様式５指名通知書

																																																								建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																理 事 長 リコトチョウ

				次により、指名競争入札を行いますので、通知します。 ツギシメイキョウソウニュウサツオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ																																																								入札方法 ニュウサツホウホウ								入札 ニュウサツ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ

		工事担当課 コウジタントウカ																														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ																		総　　務 フサツトム												課 カ

		問合せ先 トイアワサキ																		TEL  (       )																		問合せ先 トイアワサキ																		TEL  (       )

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ																										円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ																								円 エン

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ		まで

		入札回数 ニュウサツカイスウ														回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																				｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ								｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								1		入札を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										2		入札書は所定の様式用紙を用いてください。 ニュウサツショショテイヨウシキヨウシモチ

										3		工事費内訳書を添付し、当該工事に対応する内容の内訳を記載するとともに、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。 コウジヒウチワケショテンプトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチ

										4		上記２及び３で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキオヨサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										5		入札回数は  回とします。 ニュウサツカイスウカイ

										6		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										7		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規程、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										8		この入札が郵送による入札である場合､入札日時以降に到着した入札書は、いかなる理由があっても不受理となります。 ニュウサツユウソウニュウサツバアイニュウサツニチジイコウトウチャクニュウサツショリユウフジュリ

										9		入札の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ニュウサツコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (                    )   ※電話 (                    )への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン

		注）　入札の内容に応じ、適宜修正すること。 チュウニュウサツナイヨウオウテキギシュウセイ																																																																						（Ａ４）



&L様式第５号（第５条関係）

&C



様式６辞退届

		

		入　　札　　辞　　退　　届 ハイサツジタイトド

																																																　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																				所在地 ショザイチ

																				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

				次の件名について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 ツギケンメイシメイウツゴウニュウサツジタイ

				件名 ケンメイ

				入札日 ニュウサツビ

		注）　入札辞退届は、内容が網羅されたものであれば、様式は問いません。 チュウニュウサツジタイトドケナイヨウモウラヨウシキト																																																（Ａ４）



&L様式第６号（第６条関係）



様式７通知書（随契）

		

																										随意契約見積通知書 ズイイチギリヤクミセキツウチショ

																																																												年 ネン						月 ガツ						日 ニチ

																														様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理事長 リジチョウ

				次の事項を承知のうえ見積書を提出して下さい。 ツギジコウショウチミツモリショテイシュツクダ

				見積書提出日時・場所 ミツモリショテイシュツニチジバショ																								月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン																														公益財団法人横浜市建築保全公社総務課 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカ

																																																																												（　　　　　ビル　　　階） カイ

		工　事　名 コウコトメイ

		主　管　局 シュカンキョク																																工事担当課 コウジタントウカ																												No.

		前　金　払 マエキンハラ												する				す																部　分　払 ブブンハラ																		しない

		工　　　　期 コウキ												契約の日から ケイヤクヒ																　		日 ニチ		、																年 ネン						月 ガツ						日 ニチ

		設計図書 セッケイトショ												添付のとおり テンプ																				工事完成保証人 コウジカンセイホショウニン																						不　　要 フヨウ

		契約保証金 ケイヤクホショウキン												免　　　除 メンジョ

		そ　の　他 タ																																										問合せ先   トイアワサキ

																																																		総　務　課 フサツトムカ

																																																				（契約担当）　　 ケイヤクタントウ

																																																		℡				(   　　　 )

				○　				見積書には､消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず､ ミツモリショショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイメンゼイジギョウシャカゼイジギョウシャト

						見積った契約希望価格（税抜金額）を記載すること。 ミツモケイヤクキボウカカクゼイヌキンガクキサイ

								なお、見積書に記載された金額に当該金額の消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円 ミツモリショキサイキンガクトウガイキンガクショウヒゼイソウトウガクカサンキンガクトウガイ

						未満の端数があるときは､その端数金額を切捨てた金額）をもって決定価格とする。 ハスウキンガクキリスキンガクケッテイカカク

																																																																														（Ａ４）





様式８見積書

		

		見　　　　積　　　　書 ケンセキショ

																																																　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

		　 公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																				所在地 ショザイチ

																				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

		　 次の金額で　（注１）　いたしたく、関係書類を熟覧のうえ、 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程を遵守し、見積りします。 ツギキンガクチュウカンケイショルイジュクランコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイジュンシュミツモ

																				百 ヒャク				十 ジュウ				万 マン				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				円 エン

				見積金額 ミツモリキンガク

				件名 ケンメイ

		申出事項　　消費税法第９条第１項の規定に関しては、　（注２）　業者であることを申し出ます。 モウデジコウショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイカンチュウギョウシャモウデ

		注１ チュウ				「請負」「受託」「供給」等、契約の種類を記載してください。 ウケオイジュタクキョウキュウトウケイヤクシュルイキサイ

		注２ チュウ				「課税」「免税」の別を記載してください。 カゼイメンゼイベツキサイ

		注３ チュウ				見積書は、内容が網羅されたものであれば、様式は問いません。 ミツモリショナイヨウモウラヨウシキト

																																																（Ａ４）



&L様式第８号（第９条関係）



様式９配置技術者

				配置技術者（変更）届出書 ヘンコウトドケデショ

																																																				年 ネン				月 ツキ				日 ニチ

				（申請先） シンセイサキ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																								所在地 ショザイチ

																請負人 ウケオイニン								商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ										印 イン

				契約番号 ケイヤクバンゴウ																								工事担当課						　　　　　　　　　　　　　　　　　　課

				工事名

				（工期） コウキ										契約締結の日　から チギリヤクシメムスブヒ																						年 ネン						月 ツキ						日　まで ヒ

				　上記工事の契約に伴い次の者を配置技術者として届出します。
　この届出書及び添付書類の記載内容はすべて事実と相違なく、また、下記技術者は、本工事の公告に定められた技術者の資格要件を満たしており、かつ、建設業の許可における経営業務管理責任者又は営業所ごとの専任技術者でないことを誓約します。
　なお、契約の締結前に本誓約に違反した場合は、本工事請負契約の締結を辞退します。

				役職 ヤクショク				フリガナ																												建設業許可番号 ケンセツギョウキョカバンゴウ

								会社名 カイシャメイ																												業者コード ギョウシャ

																																				経営業務管理責任者の氏名 ケイエイギョウムカンリセキニンシャシメイ

				主　任
技術者				フリガナ																												監理技術者番号 カンリギジュツシャバンゴウ

								氏　名 シメイ

				・				法令取得免許番号 ホウレイシュトクメンキョバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

								その他の資格番号 ソノタシカクバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

				監　理
技術者 ランリギジュツシャ				工事経験　 コウジケイケン		工事名 コウジメイ																														発注機関 ハッチュウキカン

										契約金額 ケイヤクキンガク						※出資比率相当分を記入 シュッシヒリツソウトウブンキニュウ																		円( エン		元請単体				・		元請ＪＶ								％・				下請　						）

										工事期間 コウジキカン												年 ネン						月 ツキ						日 ニチ		～								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				・						従事期間 ジュウジキカン												年 ネン						月 ツキ						日 ニチ		～								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				その他

 タ						従事役職 ジュウジヤクショク								現場代理人 ゲンバダイリニン								・		主任（監理）技術者												・その他（																				）

										工事内容 コウジナイヨウ

				役職 ヤクショク				フリガナ																												建設業許可番号 ケンセツギョウキョカバンゴウ

								会社名 カイシャメイ																												業者コード ギョウシャ

																																				経営業務管理責任者の氏名 ケイエイギョウムカンリセキニンシャシメイ

				主　任
技術者				フリガナ																												監理技術者番号 カンリギジュツシャバンゴウ

								氏　名 シメイ

				・				法令取得免許番号 ホウレイシュトクメンキョバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

								その他の資格番号 ソノタシカクバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

				監　理
技術者 ランリギジュツシャ				工事経験　 コウジケイケン		工事名 コウジメイ																														発注機関 ハッチュウキカン

										契約金額 ケイヤクキンガク						※出資比率相当分を記入 シュッシヒリツソウトウブンキニュウ																		円( エン		元請単体				・		元請ＪＶ								％・				下請　						）

										工事期間 コウジキカン												年 ネン						月 ツキ						日 ニチ		～								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				・						従事期間 ジュウジキカン												年 ネン						月 ツキ						日 ニチ		～								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				その他

 タ						従事役職 ジュウジヤクショク								現場代理人 ゲンバダイリニン								・		主任（監理）技術者												・その他（																				）

										工事内容 コウジナイヨウ

				（Ａ４）

				（備考）				　「役職」欄は該当に○をしてください。



&L様式第９号（第11条第１項関係）



様式１０主任技術者

				主 任 技 術 者 届 出 書 シュニンワザジュツシャトドケデショ

																																														年 ネン				月 ツキ				日 ヒ

				（申請先） シンセイサキ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																								所在地 ショザイチ

																請負人 ウケオイニン								商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ										印 イン

																								業者コード ギョウシャ

				契約番号 ケイヤクバンゴウ																								工事担当課						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課 カ

				工事名

				（工期） コウキ										契約締結の日　から チギリヤクシメムスブヒ																						年 ネン						月 ツキ						日　まで ヒ

				　上記工事の契約に伴い次の者を主任技術者として届出します。
　この届出書及び添付書類の記載内容はすべて事実と相違なく、また、下記技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者であり、かつ、建設業の許可における経営業務管理責任者でないことを誓約します。
　なお、契約の締結前に本誓約に違反した場合は、本工事請負契約の締結を辞退します。 モノ

				フリガナ

				主任技術
者の氏名 シュニンギジュツモノシメイ

				法令取得免許番号 ホウレイシュトクメンキョバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

				その他の資格番号 ソノタシカクバンゴウ								(名称） メイショウ																								番号 バンゴウ

				実務経験年数 ジツムケイケンネンスウ								　　　　　年　　　　月（開札日における本工事に係る建設業の実務経験年月を記入してください。） ネンツキカイサツビホンコウジカカケンセツギョウジツムケイケンネンゲツキニュウ

				経営業務管理責任者の氏名 ケイエイギョウムカンリセキニンシャシメイ

				備　　　　考 ソナエコウ

				雇　用　関　係 ヤトイヨウセキカカリ

												　□　健康保険被保険者証（※国民健康保険は除く）

												　□　雇用保険被保険者証

												　□　その他　（雇用開始年月日　　　　年　　月　　日）　

												　

　　　

				（Ａ４）

				（備考）				１　「法令取得免許番号」及び「その他の資格番号」欄には、上記技術者が有している免許又は資格の名称と番号を記入し、免許証又は資格者証の写しを添付してください。
　また、免許又は資格を有していない場合は、「実務経験年数」欄に、開札日における本工事に係る建設業の実務経験年月を記入してください（添付書類は不要です。）。

２　「経営業務管理責任者の氏名」欄には、建設業の許可における経営業務管理責任者の氏名を記入してください（添付書類は不要です。）。

３　「雇用関係」欄には、「健康保険被保険者証」にチェックし、健康保険被保険者証の写しを添付してください。ただし、国民健康保険に加入している場合は「雇用保険被保険者証」にチェックし、雇用保険被保険者証の写しを添付してください。
　また、いずれにも加入していない場合は、「その他」にチェックし、雇用開始年月日を記入してください（添付書類は不要です。）。 ホウレイシュトクメンキョバンゴウオヨタシカクバンゴウランジョウキギジュツシャユウメンキョマタシカクメイショウバンゴウキニュウメンキョショウウツテンプユウバアイジツムケイケンネンスウランホンコウジカカケンセツギョウジツムケイケンネンゲツキニュウケイエイギョウムカンリセキニンシャシメイランケンセツギョウキョカケイエイギョウムカンリセキニンシャシメイキニュウテンプショルイフヨウカンケイウツテンプウツテンプカニュウバアイタコヨウカイシネンガッピキニュウテンプショルイフヨウ

				　

				　



&L様式第10号（第11条第１項関係）



様式１１結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																																		年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ

						2				件名 ケンメイ

						3				公告日 コウコクヒ																												年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

						4				開札日 ヒラフダヒ																												年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）



&L様式第11号（第10条第３項関係）

&C



様式１２締結伺（随契）

																																																		（案） アン

		決裁区分 ケッサイクブン								□		専務理事 センムリジ								□		常務理事 ジョウムリジ								□		部長 ブチョウ						□		課　長 カチョウ

																																														契約番号 ケイヤクバンゴウ

												年 ネン						月 ガツ						日 ニチ		起案 キアン				専務理事 センムリジ						常務理事 ジョウムリジ						総務部長 ソウムブチョウ						総務課長 ソウムカチョウ						庶務係長 ショムカカリチョウ						契約係長 ケイヤクカカリチョウ

												年 ネン						月 ガツ						日 ニチ		決裁 ケッサイ

												年 ネン						月 ガツ						日 ニチ		完結 カンケツ

		工事請負契約の締結について（伺） コウジウケオイケイヤクテイケツウカガイ																																														公印承認 コウインショウニン						係　　員 カカリイン						起 案 者 オコシアンシャ

				　次の工事の請負については、契約規程第29条の規定に基づき、 ツギコウジウケオイケイヤクキテイダイジョウキテイモト

				次の者と契約を締結します。 ケイヤクテイケツ

		工 事名 コウコトメイ

		主管局 シュカンキョク

		契約の ケイヤク

		相手方 アイテカタ

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン

																														　

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ																年 ネン						月 ガツ						日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン																年 ネン						月 ガツ						日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

		完成期限 カンセイキゲン																年 ネン						月 ガツ						日 ニチ				支出科目 シシュツカモク										一般会計・修繕事業費・工事費 イッパンカイケイシュウゼンジギョウヒコウジヒ

		見積日時 ミツモリニチジ												月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン

		備　　考 ソナエコウ

										消費税額 ショウヒゼイガク										￥

										収入印紙代 シュウニュウインシダイ										￥

		見積てん末 ミツモリマツ				見 積 業 者 ケンセキギョウシャ																		第１回見積金額 ダイカイミツモリキンガク														第２回見積金額 ダイカイミツモキンガク														最終見積金額 サイシュウミツモリキンガク

																																																																（Ａ４）

		注） チュウ				　 契約の内容に応じ、適宜加除修正のうえ使用すること。（これは、工事請負契約に使用する場合の例である。） ケイヤクナイヨウオウテキギカジョシュウセイシヨウコウジウケオイケイヤクシヨウバアイレイ



&L様式第12号（第11条第２項関係）



様式１３請書

																								（案） アン

		年度 ネンド				契約番号 ケイヤクバンゴウ																																				収入印紙 シュウニュウインシ

																																										貼　　　付 ハヅケ

		請　　　　　　　　　　書 ウショ

																																																　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

		公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

		　 理 事 長　　　　　　　　　　  リコトオサ

																				所在地 ショザイチ

																				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

		　 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程、契約内容に応じた契約約款及び仕様書・設計書等で提示された条件を遵守し、次の内容でお請けします。 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイケイヤクナイヨウオウケイヤクヤッカンオヨシヨウショセッケイショトウテイジジョウケンジュンシュツギナイヨウウ

						件名 ケンメイ

						契約区分 ケイヤククブン										□　確定契約 カクテイケイヤク												□　概算契約（概算数量契約） ガイサンケイヤクガイサンスウリョウケイヤク

						契約金額 ケイヤクキンガク																百 ヒャク				十 ジュウ				万 マン				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				円 エン

								□　課税業者（うち、取引に係る消費税及び地方消費税額） カゼイギョウシャトリヒキカカショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイガク

																										十 ジュウ				万 マン				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				円 エン

								□　免税業者 メンゼイギョウシャ

		件　　　名　　　（　品名：品質、形状等　） ケンナヒンメイヒンシツケイジョウトウ																						数量 スウリョウ						単価 タンカ						金額 キンガク

		合計 ゴウケイ

				納入場所（履行場所） ノウニュウバショリコウバショ														公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

				納入期限（履行期間） ノウニュウキゲンリコウキカン

				前金払 マエキンバラ														□　しない																□　する

				支払時期の特約の確認 シハライジキトクヤクカクニン														適法な請求書を受理した日から起算して30日以内 テキホウセイキュウショジュリヒキサンニチイナイ

				契約約款の適用 ケイヤクヤッカンテキヨウ														□　工事請負契約約款 コウジウケオイケイヤクヤッカン																□　設計委託契約約款　 セッケイイタクケイヤクヤッカン

																		□　工事監理委託契約約款 コウジカンリイタクケイヤクヤッカン																□

		注）　請書は、内容が網羅されたものであれば、様式は問いません。 チュウウケショナイヨウモウラヨウシキト																																														（Ａ４）



&L様式第13号（第13条関係）



様式１４印鑑届

		

		使　　用　　印　　鑑　　届 ツカヨウインカガミトド

				　 上記印鑑を、入札、見積り、契約の締結、代金の請求及び受領、その他契約に際し使用したいので届け出ます。 ジョウキインカンニュウサツミツモリケイヤクテイケツダイキンセイキュウオヨズリョウタケイヤクサイシヨウトドデ

						　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

						公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																								所在地 ショザイチ

																								フリガナ

																								商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

								注１ チュウ		　 入札書、見積書、契約書、請求書等に使用する印鑑を所定欄に押印してください。 ニュウサツショミツモリショケイヤクショセイキュウショトウシヨウインカンショテイランオウイン

								注２ チュウ		　入札、契約等の権限を代理人に委任する場合は、委任状の受任者の使用印を所定欄に ニュウサツケイヤクトウケンゲンダイリニンイニンバアイイニンジョウジュニンシャシヨウジルシショテイラン

										押印してください。 オウイン

								注３ チュウ		　 社印（社判・角判）等の個人を特定することのできない印は、使用できません。 シャインシャバンカクバントウコジントクテイインシヨウ

																																																						（Ａ４）



&L様式第14号（第14条第２項関係）



様式１９工事着手届

		

				工　事　着　手　届　出　書

																																																														　　　　　年　　　月　　　日 ネンツキヒ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																																所在地 ショザイチ

																						請負人 ウケオイニン										商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																																代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																														印 シルシ

				次のとおり工事に着手したいので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款 ツギコウジチャクシュコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャコウジウケオイケイヤク

				第３条の規定により提出します。 ダイジョウテイシュツ

				工　　事　　名 コウコトメイ

				工　事　場　所 コウコトバショ

				契 約 年 月 日 チギリヤクトシツキヒ																														年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

				工事着手年月日 コウジチャクシュネンガッピ																														年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

																																																														（A４）



&L様式第19号（第16条第１号関係）



様式２０工程表

				工　　　程　　　表

																																																																				平成 ヘイセイ																												　　　　　年　 　 月 　   日

				　 公益財団法人横浜市建築保全公社理事長　 コウエキザイダンホウジンリジチョウ

																																										所在地 ショザイチ

																								請負人																		商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																																										代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																																																						印 イン

				次の工程表を、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款第４条第１項の規定 コウエキザイダンホウジン

				により提出します。 テイシュツ

				工　事　名

								平成　　　年 ヘイセイネン

				年月日						月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ								月 ツキ

				工　種

				注）　工種別に、着手予定月日と完成予定月日を－で結び、表示してください。　																																																																																																（A４）



&L様式第20号（第16条第２号関係）



様式２１下請負人

				下請負人選定通知書

																																																										年 ネン						月 ガツ						日 ニチ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																												所在地 ショザイチ

																								請負人 ウケオイニン				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																												代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																																										印 イン

				　

				　 次のとおり下請負人を選定したので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款 シタウケオイニンセンテイコウエキ

				第８条の規定により提出します。

				工　 事　 名

				工 事  場 所 コウジバショ

				下請負人名称

				下請負人住所 ショ

				許　可　業　種

				施　工　部　分

				現場担当責任者
氏　　　　　名																																				（						歳） サイ

				下請負人名称

				下請負人住所 ショ

				許　可　業　種

				施　工　部　分

				現場担当責任者
氏　　　　　名																																				（						歳） サイ

				下請負人名称

				下請負人住所 ショ

				許　可　業　種

				施　工　部　分

				現場担当責任者
氏　　　　　名																																				（						歳） サイ

				下請負人名称

				下請負人住所

				許　可　業　種

				施　工　部　分

				現場担当責任者
氏　　　　　名																																				（						歳） サイ

																																																																						（A４）



&L様式第21号（第16条第３号関係）



様式２２代理人等選定通知書 

																										現場代理人 ゲンバダイリニン

																										主任技術者 シュニンギジュツシャ				選定通知書

																										監理技術者 カンリギジュツシャ

																																																		　　　　　年　　　月　　　日 ネンツキヒ

				　 公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																												所在地 ショザイチ

																								請負人 ウケオイニン				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																												代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																						印 シルシ

				　 次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約 ツギゲンバダイリニントウサダコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャコウジウケオイケイヤク

				約款第11条第１項の規定により通知します。 ヤッカンダイジョウダイコウキテイツウチ

				工事名 コウジメイ

				現場代理人 ゲンバダイリニン		氏名 シメイ

						技術者資格等 ギジュツシャシカクトウ

																兼任工事の有無 ケンニンコウジウム

																		（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合） ヤッカンダイジョウダイコウコウジゲンバジョウチュウトクハッチュウシャミトバアイ

																□		無 ナ				□		有 ア

																（兼任工事名） ケンニンコウジメイ

																		1

																		2

				□主任技術者　□監理技術者 シュニンギジュツシャカンリギジュツシャ		氏名 シメイ

						主任技術者 シュニンギジュツシャ

																資格要件　　 シカクヨウケン						（建設業法第７条第２号） ケンセツギョウホウダイジョウダイゴウ

																□		イ．				３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令で ネンマタネンイジョウジツムケイケンユウモノザイガクナカホウレイ

																						定める学科を修めた者 サダガッカオサモノ

																□		ロ．				10年以上実務の経験を有する者 ネンイジョウジツムケイケンユウモノ

																□		ハ．				大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると ダイジンドウトウイジョウチシキオヨギジュツギノウユウ

																						認定した者 ニンテイモノ								（昭和47年建設省告示第352号） ショウワネンケンセツショウコクジダイゴウ

																						（資格内容） シカクナイヨウ

						監理技術者 カンリギジュツシャ

																指定建設業管理技術者証交付番号 シテイケンセツギョウカンリギジュツシャショウコウフバンゴウ

				注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人選定通知書に兼任工事名を記入する。 チュウケンニンコウジバアイコウジゲンバダイリニンセンテイツウチショケンニンコウジメイキニュウ





様式２３工事完成届

		

				工　事　完　成　届　出　書 カンシゲル

																																																														　　　　　年　　　月　　　日 ネンツキヒ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																														所在地 ショザイチ

																										請負人 ウケオイニン				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																														代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																																印 シルシ

				次のとおり工事が完成したので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約約款 ツギコウジカンセイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャコウジウケオイケイヤク

				第32条第１項の規定により提出します。 ダイジョウダイコウテイシュツ

				工　　事　　名 コウコトメイ

				工　事　場　所 コウコトバショ

				完　成　期　限 カンシゲルキキリ																														年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

				完 成 年 月 日 カンシゲルトシツキヒ																														年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

				完　成　検　査
希 望 年 月 日 カンシゲルケンサマレボウトシツキヒ

																																		年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

																																																														（A４）



&L様式第23号（第16条第５号関係）



様式２４保証金免除

		

		契 約 保 証 金 免 除 申 請 書 チギリヤクホアカシキンメンジョサルショウショ

																																																				　　　　　年　　　月　　　日 トシツキヒ

				公益財団法人横浜市建築保全公社理事長 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャリジチョウ

																						所在地 ショザイチ

																						商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																						代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																														印 イン

				　 私は、下記契約について、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程第32条第１項第１号の規定により、契約保証金の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 ワタシカキケイヤクコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイダイジョウダイコウダイゴウキテイケイヤクホショウキンメンジョウカンケイシリョウソシンセイ

				契約件名 ケイヤクケンメイ

				公益財団法人横浜市建築保全公社、横浜市、国等との契約の実績 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマシクニトウケイヤクジッセキ

				発注者 ハッチュウシャ								契約件名等 ケイヤクケンメイトウ																		契約日 ケイヤクビ								納入日 ノウニュウビ								契約金額 ケイヤクキンガク

																																		年 トシ								年 トシ

																																月 ツキ				日 ヒ				月 ツキ				日 ヒ										円 エン

																																		年 トシ								年 トシ

																																月 ツキ				日 ヒ				月 ツキ				日 ヒ										円 エン

																																		年 トシ								年 トシ

																																月 ツキ				日 ヒ				月 ツキ				日 ヒ										円 エン

				上記記載の契約について、契約期間内に履行し、検査に合格しています。 ジョウキキサイケイヤクケイヤクキカンナイリコウケンサゴウカク

				注１） チュウ				今回契約と金額をほぼ同じくする契約の実績（２年以内）を記載してください。 コンカイケイヤクキンガクオナケイヤクジッセキネンイナイキサイ

				注２） チュウ				上記実績に係る契約書の写し等を添付してください。 ジョウキジッセキカカケイヤクショウツトウテンプ

																																																						（Ａ４）



&L様式第24号（第17条関係）



様式２５解体方法表面

		

		分 別 解 体 等 の 方 法 等 ブンベツカイカラダトウカタホウトウ

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第１項に基づく書面 ダイコウ

		　 契約書記載の工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第２項に規定する対象建設工事である場合に記入し、契約書に添付してください。 ケイヤクショキサイコウジケイヤクショテンプ

		１　分別解体等の方法

				（以下の(1)、(2)、(3)のうち該当する工事にレを付した上、その「工程ごとの作業内容及び解体方法」欄の該当するものにレを付してください。） ウエラン

		□ (1) 建築物に係る解体工事 ケンチクモノカカカイタイコウジ

		工程ごとの作業内容及び解体方法 コウテイサギョウナイヨウオヨカイタイホウホウ		工　　　程 コウホド		作　業　内　容 サクギョウウチカタチ		分別解体等の方法 ブンベツカイタイトウホウホウ

				①建築設備・ ケンチクセツビ		建築設備・内装材の取り外し ケンチクセツビナイソウザイトハズ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				　　　内装材等 ナイソウザイトウ		□　有　　　　□　無		　併用の場合の理由（　　　　　　　　） ヘイヨウバアイリユウ

				②屋根ふき材　 ヤネザイ		屋根ふき材の取り外し ヤネザイトハズ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

						□　有　　　　□　無		　併用の場合の理由（　　　　　　　　） ヘイヨウバアイリユウ

				③外装材・ ガイソウザイ		外装材・上部構造部分の取り壊し ガイソウザイジョウブコウゾウブブントコワ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				　　上部構造部分 ジョウブコウゾウブブン		□　有　　　　□　無 アム

				④基礎・基礎ぐい キソキソ		基礎・基礎ぐいの取り壊し キソキソトコワ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

						□　有　　　　□　無 アム

				⑤その他　　　 タ		その他の取り壊し タトコワ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				　（　　　　　　）		□　有　　　　□　無 アム

		□ (2) 建築物に係る修繕工事等（修繕・模様替等） シュウゼンシュウゼンモヨウガトウ

		工程ごとの作業内容及び解体方法 コウテイサギョウナイヨウオヨカイタイホウホウ		工　　　程 コウホド		作　業　内　容 サクギョウウチカタチ		分別解体等の方法 ブンベツカイタイトウホウホウ

				①造成等 ゾウセイトウ		造成等工事　　　　□有　□無 ゾウセイトウコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				②基礎・基礎ぐい キソキソ		基礎･基礎ぐい工事 □有　□無 キソキソコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				③上部構造部分・外装 ジョウブコウゾウブブンガイソウ		上部構造部分･外装工事 □有　□無 コウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				④屋根 ヤネ		屋根工事　　　　　□有　□無 ヤネコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				⑤建築設備・内装等 ケンチクセツビナイソウトウ		建築設備･内装等工事 □有　□無 コウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				⑥その他(　　　　）　　　　　　　		その他取り壊し　　□有　□無 トコワアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

		□ (3) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) ケンチクブツイガイカカカイタイコウジマタシンチクコウジトウ

		工程ごとの作業内容及び解体方法 コウテイサギョウナイヨウオヨカイタイホウホウ		工　　　程 コウホド		作　業　内　容 サクギョウウチカタチ		分別解体等の方法（解体工事のみ） ブンベツカイタイトウホウホウカイタイコウジ

				①仮設 カセツ		仮設工事　　　　□有　　□無 カセツコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用 テサギョウサギョウキカイサギョウヘイヨウ

				②土工 ツチコウ		土 工 事　　　　□有　　□無 ツチタクミコトユウム		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				③基礎 キソ		基礎工事　　　　□有　　□無 キソコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				④本体構造 ホンタイコウゾウ		本体構造工事　　□有　　□無 ホンタイコウゾウコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				⑤本体付属品 ホンタイフゾクヒン		本体付属品工事　□有　　□無 ホンタイフゾクヒンコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

				⑥その他(　　　　）　　　　　　　		その他の工事　　□有　　□無 タコウジアナ		□ 手作業　 □ 手作業・機械作業の併用

								※裏面あり ウラメン



&L様式第25号（第18条関係）



様式２５解体方法裏面

		

		２　解体工事に要する費用　（請負人の見積金額） ウケオイニンミツモキンガク

								円（消費税及び地方消費税を含む。） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

				（注）解体工事の場合のみ記載してください。 チュウカイタイコウジバアイキサイ

				　　　解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用を記載します。 カイタイコウジトモナブンベツカイタイオヨツミコヨウヒヨウキサイ

				　　　仮設費及び運搬費は含みません。 カセツヒオヨウンパンヒフク

		３　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用　（請負人の見積金額） トクテイケンセツシザイハイキブツ

								円（消費税及び地方消費税を含む。） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

				（注）運搬費を含みます。 チュウウンパンヒフク

		４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地 サイシゲンカトウシセツメイショウオヨショザイチ

				特定建設資材
廃棄物の種類 トクテイケンセツシザイハイキブツシュルイ		施設の名称 シセツメイショウ		施設の所在地 シセツショザイチ

								（Ａ４）





様式２６ (施工実績調書)

		

																																						年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

		施　工　実　績　調　書 シコウミツムギチョウショ

		会社名 カイシャメイ

		工事名 コウジメイ

		発注機関 ハッチュウキカン

		請負区分

（※該当に○） ウケオイクブンガイトウ								元請

単体 モトウケタンタイ				・		元請 モトウケ										・		元請 モトウケ										・		下請 シタウケ

																共同企業体代表者 キョウドウキギョウタイダイヒョウシャ												共同企業体構成員 キョウドウキギョウタイコウセイイン

																（出資比率 シュッシヒリツ								％）				（出資比率 シュッシヒリツ								％）

		施工場所 セコウバショ

		契約金額 ケイヤクキンガク																								円 エン		（※共同企業体の場合は出資比率相当分） キョウドウキギョウタイバアイシュッシヒリツソウトウブン

		工期 コウキ												年 ネン				月 ガツ				日 ニチ				～								年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

		工事内容 コウジナイヨウ

		工事名 コウジメイ

		発注機関 ハッチュウキカン

		請負区分

（※該当に○） ウケオイクブンガイトウ								元請

単体 モトウケタンタイ				・		元請 モトウケ										・		元請 モトウケ										・		下請 シタウケ

																共同企業体代表者 キョウドウキギョウタイダイヒョウシャ												共同企業体構成員 キョウドウキギョウタイコウセイイン

																（出資比率 シュッシヒリツ								％）				（出資比率 シュッシヒリツ								％）

		施工場所 セコウバショ

		契約金額 ケイヤクキンガク																								円 エン		（※共同企業体の場合は出資比率相当分） キョウドウキギョウタイバアイシュッシヒリツソウトウブン

		工期 コウキ												年 ネン				月 ガツ				日 ニチ				～								年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

		工事内容 コウジナイヨウ

		※記載する工事の内容については、発注する工事に関する公告により確認してください。 キサイコウジナイヨウハッチュウコウジカンコウコクカクニン



&L様式26号（第11条第１項第２号関係）



Sheet4

		





